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【委員会メンバー】【編集後記】
明けましておめでとうございます。
皆様により一層「身近に感じて、
読んでいただける広報誌」を目指し
て取り組んでいきます。本年もよろ
しくお願いいたします。
現在広報委員は、１３施設から構
成され、誌面を７部門、表紙、協
会だより、委員会だより、特集、
施設紹介、アンケート、シリーズ物
（現在、郷土の偉大な先人たち）
に分け、担当ごとに誌面を作成し
ています。広報誌に対するご意見、
斬新なアイデア等がございましたら、
ぜひご一報ください。
情報・広報（PR）委員会委員長
勝央苑　山下 佐知子
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岡山県老人保健施設協会
会長   江澤 和彦
（介護老人保健施設 和光園）２０１７年６月２日介護保険法が改

正され、老健施設は、従前の「在
宅復帰」に加えて、「在宅療養支援」
を担う施設であるという定義が明確
化されたことを踏まえ、平成３０年
度介護報酬改定が行われました。
従って、遅くとも平成３３年度介護
報酬改定までには、老健施設とし
ての機能を発揮していなければ存
在意義が問われることとなります。
具体的には、老健施設があるべき
姿を目指すに当たり、努力すれば
超えられるハードルを設定し、総合
評価することとなりました。新たに
基本報酬を評価する１０項目の在宅
復帰・在宅療養支援等の指標とそ
れぞれの項目に応じた値は、 ①在
宅復帰率：２０  ②ベッド回転率：２０  
③入所前後訪問指導割合：１０  ④
退所前後訪問指導割合：１０  ⑤居
宅サービスの実施数：５  ⑥リハ専
門職の配置割合：５  ⑦支援相談員

の配置割合：５  ⑧要介護度４又は
５の割合：５  ⑨喀痰吸引の実施割
合：５  ⑩経管栄養の実施割合：５ 
であり、これらの項目の多くは、在
宅復帰率の高い施設集団の方がク
リアしているものです。１０項目評
価の合計値により、７０以上：超強
化型、６０以上：在宅強化型、４０
以上：加算型、２０以上：基本型
に類型化されましたが、「退所時指
導」「退所後の状況確認」及び「リ
ハビリテーションマネジメント」は４
つの類型全てに要件化、「地域貢
献活動」は加算型以上に要件化、
「充実したリハ」は在宅強化型以上
に要件化されたことは注目されます。
評価項目合計値２０未満等いずれ
の要件も満たさない場合は、その
他型の類型となり、基本報酬が適
正化されるだけでなく、各種加算も
算定不可となる厳しい取り扱いとな
り、次回報酬改定では評価されな

い可能性があります。
上記の１０項目のうち、③④⑤⑥

⑦は施設側の自助努力でコント
ロール可能な指標であり、仮に、①
②の評価を全く満たさなくとも、在
宅療養支援の取り組みにより基本
型を最低限として、加算型を目指
すことが可能な仕組みとなっていま
す。来るべき３年後の報酬改定に
向けて、在宅療養支援と在宅復帰
の機能をより発揮することにより、
その他型、基本型から脱却し、出
来る限り上位の類型を目指す必要
があります。老健施設の将来像と
して、在宅復帰と在宅療養支援の
役割をバランス良く充実し、地域包
括ケアシステムの構築に資する社
会資源として、地域貢献の役割を
担うことが大きく期待されています。

老健施設の将来像
会長あいさつ

―少なくとも「その他型」「基本型」からの脱却を―

岡山県老人保健施設協会会員施設の皆さまには、
お健やかに新年を迎えられたことを謹んでお慶び申し上げます。

岡山市東区
砂川堤防決壊による激甚災害

平成３０年７月豪雨報告 第２弾

昨年夏の西日本豪雨は大変な被害
でした。岡山県内では犠牲者が６１人
に達し、そのうち真備町が５１人を占
めました。とくに２階に逃げられない
高齢者が犠牲になりました。岡山市
東区の平島地区においても、砂川が
１００メートルにわたり決壊しました。
浸水面積は７５０ヘクタール、浸水戸
数も２,２３０棟と真備に続いて大規模で
ありました。さらに避難所が浸水した
ため、住民は独自の判断で最寄りの
高台に避難しましたが、浸水した自
宅に居残った要介護者も多数いまし
た。メディアの報道も少なく救援物資
はほとんど届かず、三日目にやっと
一人一日おにぎり２個とペットボトル１
本が配給されましたが、不安と失望の
中で不自由な生活でした。正常化バ
イアスが働き避難所に行かない人も多
く、その中で消防団はドアをたたいて
避難を勧めました。
最近は地球温暖化により年平均気
温が１００年で１．３度上昇しています。
夏はシンガポールやハワイと同じ気温
です。これから地球温暖化はますます
進行し、豪雨は繰り返されることが予
想され早急な温暖化対策が必須です。
今回決壊した砂川は百間川に合流
する一級河川ですが、百間川は元来
江戸時代に岡山城下が大洪水で被害
に会うことが多かったことから藩主池

田綱政の時代に岡山藩郡代津田永忠
が１６６９年旭川の放水路として開削し
たものであります。砂川は元来天井川
であり危険な状態でした。下流から改
修工事が進められていましたが、工
事完成までに１００年かかると問題提起
があった矢先の事故でした。私の取
り組みとしては被災後直ちに決壊部の
改修等について地区の市会議員県会
議員、衆議院議員山下たかし氏に連
絡をとりました。まず診療所待合に意
見箱と壁新聞を設置して住民、患者
さんと議員さんの仲介をしました。そ
して議員さんの回答書やロータリーク
ラブなどの人脈を生かした活動内容を
壁新聞として掲示しました。また砂川
の状況を赤磐市から西大寺の砂川合
同堰まで歩いて写真を撮影しながら、
途中で会った近隣の人から情報をい
ただき経時的に壁新聞に掲載しまし
た。今後は工事の進捗状況を掲示す
る予定です。老健アルテピアせとは写
真の如く、かろうじて浸水は免れまし
たが次の豪雨が心配です。私は今後
工事が完成するまで砂川の守り人にな
る覚悟です。これは地域内外の皆さ
んに好評で、情報提供はできるだけ
広範囲に伝え続けることが早期復興
に繋がると思います。
災害時の対策は食と安全の確保が
大切ですが、今回の検証で気になっ

たのは「平島のことは知らなかった」
と言われたことです。食品の備蓄は３
日分必要ですが、家庭での食品ロス
対策としても役立つ家族分の冷凍お
にぎりをすすめています。安全は行政、
消防団、警察など横の連携を密にし
て住民の安否確認と情報収集をお願
いしたい。災害時の情報発信と情報
収集の方法においては選挙で選んだ
住民の代表である議員さんとの関係
を大切にしていきたいと思います。よ
ろしくお願いします。

岡山県知事表彰

この度の受賞は、職場の同僚や作業療法士仲間あっ
てのことと、心より感謝申し上げます。この賞を励みに、
生活を支えるリハ専門職・作業療法士として、さらなる
努力を重ねて参りたいと思います。
今後ともご指導のほど何卒よろしくお願いいたします。

老人保健施設ルミエール
作業療法士　渡辺 展江

岡山県保健福祉部長表彰

この度は、岡山県保健福祉部長表彰をしていただき、
身に余る光栄なことと大変喜ばしく思っています。普段
から仕事上、入所者の方及びご家族と接することにより、
嬉しいことや大変なことも多々ありますが、引き続き、
当施設での仕事に従事する上での励みになりました。
ありがとうございました。

介護老人保健施設 美作リハビリテーションホーム
看護師　石川 恭子

この度は、岡山県保健福祉部長表彰をいただき、あり
がとうございました。開業と共に就職し、早いもので２５
年になります。対象が２人のために託児所を開設してく
ださる等、子育てに優しく働きやすい職場に整えてくれた
法人に感謝すると共に、今後も職務を全うすることがで
きるよう、頑張りたいと思います。

介護老人保健施設 美作リハビリテーションホーム
看護師　木村 真弓会員施設から、

平成３０年度岡山県保健福祉功労者
表彰を受賞されました。
おめでとうございます。

功労者表彰

岡山県老人保健施設協会
副会長   岩藤 知義
（介護老人保健施設 アルテピアせと）
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特 集

協会だより①

岡山市南区築港栄町2-13

老人保健施設 やすらぎ

「おかやま☆フクシ・カイゴ職場す
まいる宣言」は、自ら人材育成や就業
環境の改善など、働きやすい職場環
境づくりに積極的に取り組み、一定の
基準を満たした福祉・介護事業所が
宣言します。宣言内容について、岡
山県福祉・介護人材確保対策推進協
議会において確認し、宣言事業所とし
て登録する制度です。順次、介護保
険事業関連団体にむけての説明会が
開かれる予定です。
●宣言制度の効果
【学生・求職者】
○求人票だけではわからない、各事
業所の人材育成、キャリアパス、
給与体系、職場環境などの情報を
確認することができ、事業所を選ぶ
際の参考となります。

【事業所】
○宣言事業所としてアピールすること
ができ、職員の採用が有利になりま
す。

○職場環境の整備・改善が図られ、
人材定着につながります。

【事業所の職員】
○安心して働き続けることのできる職
場になります。

○職員自らが「宣言事業所」であるこ
との誇りを持ち、モチベーションの
向上につながります。

●評価項目
　①法人理念・運営方針
　②新規採用職員の育成
　③離職率
　④キャリアパス制度の導入
　⑤人材育成計画の策定
　⑥資質向上研修の実施
　⑦資格取得に対する支援
　⑧人材育成を目的とした面談・評価
　　制度の実施
　⑨給与体系又は給料表の導入
　⑩職場環境・多様な働き方の改善
　⑪休暇制度・労働時間縮減の取組 
　⑫職員の福利厚生制度
　⑬育児・介護を両立できる取組
　⑭健康管理に関する取組
　⑮地域交流事業の取組 
　⑯地域貢献・地域公益活動の取組
　⑰他制度での認証・認定状況
　⑱関係法令の遵守

高梁市東町1866-3

老人保健施設 ゆうゆう村

写真は当施設の通所リハビリテーションの様子
です。「白壁と木 」々の建物の織りなす雰囲気は、
城下町として歴史のある高梁の景観と非常に良く
合っています。そして、建物は木を基調としており、
窓から差し込む太陽の光と相まることで、それはそ
れは暖かな雰囲気に包まれます。その空間に一歩足を踏み入れれば、外部の研修医
の先生や実習生の方 も々思わず「うわー」「いいですねえ！」と感嘆を述べられるほど。
なお、ご利用者様に提供しているのは建物の暖かみだけではありません。そこにはレ
クリエーション・リハビリ時など、職員ぞれぞれのもつ優しさという温もりも加わってい
ます。「暖かさ」と「温かさ」の共存する「老人保健施設ゆうゆう村」です。

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

やすらぎでは、「園芸部」があります。園芸部の主
な活動は月に１、２回の園芸行事、屋外花壇やベラン
ダのプランター、夏はグリーンカーテンの栽培・管理を
日常行っています。生活の場に植物があるだけで脳の
ストレスが減少していくことが科学的にも実証されてお
り、日々 の生活の中で癒しになる他、昔のことを思い出
す記憶想起のきっかけになることもあります。栽培する
だけでなく、植物を使ってクラフト活動をすることで栽
培から創造活動と繋がり脳の刺激にもなっています。
今年はセンニチコウの花を育て、リースやハーバリウムを作りました。
一つの花からも様々な作品ができることで、新しい発見や想像力が
養われ、脳の刺激になり認知症予防にもなります。でき上がった作
品は玄関や廊下に飾ることでできたことへの達成感、したことへの活
動の記憶の想起にも繋がります。来年はどんな発見があるのか今か
ら楽しみです。

岡山県福祉・介護人材確保対策推進協議会メンバー
藤本 宗平

（岡山県老人保健施設協会 理事）

本年４月より受付開始！ 積極的な取り組みを！

「おかやま☆フクシ・カイゴ
　　　職場すまいる宣言」

平成２９年度「介護労働実態調
査」の結果によると、介護の離職
率は１６.２％で、離職理由をおおま
かに整理すると、「人間関係」の
問題と、「運営体制の問題」の２
つに分けられます（公益財団法人
介護労働安定センター 平成２９年
度「介護労働実態調査」より）。
そこで、「運営体制の問題」の解
決がとても重要です。「おかやま
☆フクシ・カイゴ職場すまいる宣
言」にチャレンジして事業所の体
制を見直し、課題の解決と先駆
的な活動への取組で魅力ある職
場へと変えていくことが急がれます。

ユニークなところは、より進んだ
取組・モデル的な取組を行って
いる宣言事業所は、★が付与さ
れて、例えば「五つ星宣言事
業所」と呼ばれます。

岡山県福祉・介護人材確保対策推進協議会ホームページ

https://www.okayama-fukushikaigo.jp

※詳細は、老人保健施設 虹 藤本 宗平まで 

福祉・介護の仕事★情報発信『おかやまフクシ・カイゴ WEB』で情報発信を行います。

「癒しと刺激で認知症予防」

第２９回 全国介護老人保健施設大会 埼玉

老健と行政と地域住民、三人四脚の地域づくり  地域貢献事業としての理学療法士による行政支援の報告
特養状態からの脱却  在宅復帰チームの結成から強化型への移行まで
「在宅復帰支援手帳」を通して深める家族との絆  ～家族と繋ぐ架け橋を～
老健業務の質の向上と機能の円滑化  －業務サポート科を設置して－
右被殻出血発症から社会復帰実現に向けて支援した事例  ～「Demand」を「Real」に～
老老介護の支援における他職種連携の重要性
ミドルステイを活用する認知症ケアにおける重要性
在宅生活支援によるソーシャルネットワークの広がり
リハビリテーションと多職種連携  1事例を通じて感じたこと
最期まで口から食べたい  多職種連携の必要性
併設の歯科として参画する多職種協働での食べる支援
通所利用者と配食サービスの関わりについて
在宅支援から看取りまでご家族との関わりから学んだ事
入所によるＱＯＬの改善プロセスについて  こだわりの強い利用者の事例から
IADLを活用した在宅復帰支援  ～A氏のできる能力に着目して～
胃瘻造設者の在宅復帰に向けた取り組み
当老人保健施設のケアプラン分析と課題抽出  方針とサービス内容の統計分析
BPSDの各症状に対するドールセラピーの効果検討
笑顔が増える生活が送れるために  ～私たちができること～
アドバンス・ケア・プランニングの実践  そこから感じた職員の気持ち
老健施設職員の手洗いに関する意識調査  グリッターバグを用いた調査から得られた結果と課題
間違い探しスタンプラリー！
介護老人保健施設における高齢者感染症治療  所定疾患施設療養費の算定状況
笑顔が輝く瞬間！  ♪～音楽療法：打楽器合奏への取り組みとその効果～♪
やったぞ！皆勤賞！  欠席が減少した一症例
利用者様、家族様の想いの実現を目指して ～おいちゃんに会いたい～
屋外散歩が中等度AD者の肯定的感情に与える影響

勝央苑
勝央苑
若宮老人保健センター
倉敷老健
ゆうゆう村
ゆめの里
ゆめの里
ゆめの里
こうのしま介護老人保健施設
あいの里リハビリ苑
あいの里リハビリ苑
あいの里リハビリ苑
あいの里リハビリ苑
ひだまり苑
ゆうあい
ゆうあい
老健あかね
古都の森
オアシスＫ－３
虹
備前さつき苑
夕なぎケアセンター
倉敷あいあいえん
おとなの学校岡山校
おとなの学校岡山校
藤崎苑
倉敷藤戸荘

大片　　久
安田　翔太
鍋本　裕太
江口　美樹
渡辺　大喜
光畑　青空
藤田　恭輔
十河　正樹
難波　紀章
中原　信子
山本　道代
三宅　博子
中嶋　弥生
柴田　裕貴
宮原　雪江
行安　　亮
船間　　聡
西井　大貴
松本　佳子
黒岩　裕之
人見　　明
村澤　利章
間木啓史郎
増田　裕子
四井　　剛
横田　実里
磯野　誠也

演　　　題 発 表 施 設 発表者

平成３０年１０月１７日㈬～１９日㈮、
埼玉県さいたま市のソニックシティをメイン会場として開催されました。
岡山県からの発表は下記のとおりです。
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ナーシングホーム三愛

ナーシングホーム三愛ではたくさんの動物を飼っています。アニマル
セラピーとして、利用者様と触れ合って頂く事で、脳の活性化、
心身の安らぎを与えリラックス効果などを目的としています。現在、
ヤギ、鴨、ニワトリ、熱帯魚などを飼育し、以前は、鹿や孔雀
や羊も飼育していました。利用者様と餌をやりながら「昔、私も
飼っとった。」「ヤギの乳を搾るのが大変じゃった。」など思い出を
笑顔で言われたり、外出の機会が多くなり、外の空気を吸う時間が
増えた、陽に当たることで夜間良く眠れた、という声が聞かれました。また、屋外を歩くことで身体機能の維持回復にもつながっ
ています。何より施設の中での生活が多い利用者様にとって貴重な時間にもなっていますし、職員もゆっくり利用者さんと話
のできる時間が確保できたことは効果が大きいと実感しています。これからも笑顔がたえない施設づくりを目指していきます。

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

協会だより②

今を支える  ～死を見据えたケアの一考～
アドバンス・ケア・プランニングは実践型人材育成
超強化型老人保健施設は地域をめざす
お仕着せではない手持ち無沙汰な時間の解消
転倒・転落アセスメントシートを作成し定着させて
入所後早期に歩行訓練を行いＡＤＬ能力が向上した症例
もっとレクリエーション！！
在宅での生活を継続していくために  リハビリ短期集中合宿
男性利用者様にも活気あふれる生活を  ～笑顔で輝きを～
生活行為向上マネジメント加算によるノーマライゼーション
超強化型老健の在宅支援の役割
在宅復帰に向けた新しい生活を目指して  ～多職種の関わりによる在宅支援～
「良くなる」を諦めない！ 機能訓練で生活を取り戻す
老健と行政と地域住民、三人四脚の地域づくり
やれるだけやってみたい…‼  ～本人の想いを日々 の暮らしに繋げる～

屋外散歩が中等度AD者の肯定的感情に与える影響
リハビリ・介護部門の連携によるマニキュア介入
認知症の方との関わりを通して  ～Ｍ氏との関わりで学んだこと～
認知症予防体操の効果と見えてきた課題  ～コグニサイズ施行後の利用者変化について～
地域貢献への取組み
岡山県内の介護老人保健施設における言語聴覚士の実態調査

和光園
虹
虹
信愛苑
ハートフルきらめき荘
ハートフルきらめき荘
ニューエルダーセンター
ニューエルダーセンター
いるかの家リハビリテーションセンター
いるかの家リハビリテーションセンター
いるかの家リハビリテーションセンター
勝央苑
勝央苑
勝央苑
倉敷藤戸荘
倉敷藤戸荘
古都の森
藤崎苑
エスペランスわけ
玉島中央老健施設秀明荘
あいの里リハビリ苑

平松　　学
神谷ゆかり
山本　幸子
稲岡　早苗
森本　淑子
金見　一弘
長森　久子
小坂　陽裕
多賀加代子
米谷　信哉
有村　裕子
竹下　由美
安田　翔太
大片　　久
吉田登美枝
磯野　誠也
坂本　将德
池田　幸枝
両部　善紀
小野　貴史
齋藤真実子

演　　　題 発 表 施 設 発表者

第３回 中国地区介護老人保健施設大会 in 鳥取
平成３０年８月３０日㈭・３１日㈮の２日間、
鳥取県米子市の米子コンベンションセンター ＢＩＧ ＳＨＩＰにおいて開催されました。
岡山県からは１３施設２１題の演題と２題のポスター発表をしました。

☁介護老人保健施設 備中荘
ウメちゃん（介護職員）　
［昭和３４年生］
①占い師
②特に無し
③過去。後悔していることがあるから
④シフシフの追っかけ♥
⑤アウトリーチ機能をもち地域包括ケ
アの中心を担っている
⑥頑固
⑦災害等、心の痛む年だった
⑧長男の結婚
⑨物を捨ててシンプルに暮らす
山本 優美（介護職員）　
［昭和４６年生］
①何か猫に関する仕事・・・・・？
②ゼリーフライ（某地域のＢ級グルメ
です）
③未来。これから先どうなっているの
か興味があるため
④猫カフェで働いていたいです
⑤今よりいろいろと良くなっていて欲し
いです
⑥ひたすら真っ直ぐに突き進む？感じ
⑦特に可もなく不可もなく・・・・・
な感じです
⑧何が起こるか予想もつきませんが、
平和ならいいなと思います
⑨真面目に一生懸命頑張ります！ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁日立養力センター
匿名希望
［女性／平成７年生］
①書道教室
②きゅうり
③過去に行く。すべてをやり直したい
④結婚しないで働いていそう
⑤介護ロボットもいて、ロボットが介
護してくれてそう
⑥強い。突進してきそう
⑦いろんなところに行けて楽しかった

⑧いろんな日本の問題が起こりそう
⑨来年もいままで以上にがんばる
横浜の筒香
［男性／平成７年生］
①工場勤務
②キャラメルポップコーン
③過去。もうちょっと上手にお金を使
う
④毎日仕事帰りに現地で野球観戦　
年収大幅ＵＰ　マセラティ乗って首都
高ドライブ
⑤介護職員が足りず外国人が主に働
いている
⑥森　友哉
⑦３年ぶりにＢクラスに沈み期待外れな
年だった。来季は優勝目指して欲しい
⑧消費税増税
⑨がんばる
長沼２号
［男性／平成７年生］
①アルバイト or Youtuber
②焼肉
③過去に行く。理由 人生一からやり
直したい
④PT
⑤利用者が減少
⑥なし　　　
⑦国試に落ち泣きちらした年
そして介護という職を経験して介護の
大事さを知った
⑧税が８％→１０％へ増税
⑨ＰＴとして独学にはげむ
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁福寿荘
遠山 崇
［男性／昭和５８年生］
①普通のサラリーマンか工場で働い
ていたと思います
②黒毛和牛Ａ５ランクのステーキ３００ｇ！
③過去に行って宝くじでも当てときたい
④介護士

⑤介護職員に多国籍の方が増え、会
話に困難している自分が浮かぶ…
⑥ちょっと思い浮かばないです
⑦なんだか、とにかく物事がワーッと押
し寄せてきてそのまま去って行った感じ
です。忙しかった気がしますが、大き
なトラブルに見舞われなかったかな。
⑧ますます異常気象が増えそうな気が
しているので、災害対策をしっかりし
ていきたい
⑨平成も今年４月で終わります。心機
一転、流されること無く、物事をしっ
かりと見据えた一年にしていきたい
氏本 愛美
［女性／平成７年生］
①接客業
②おみそ汁
③未来。１０年後位に行ってその時の
自分は子供は何人いて、何をしている
のか知りたい
④介護に携わる仕事はしていると思う
⑤人手不足が深刻化していると思う。
施設に入りたくても入れない人が増え、
自宅で看る等老老介護の問題が更に
増えてきそう
⑥正義感が強い。自分含め、周りに
困っている人がいると放っておけない
性格なので、介護の仕事に向いてい
るのではないかと思う
⑦成長できた年。就職して３年目で
あったが、仕事にも余裕をもてるよう
になり、後輩や実習生に指導できるよ
うになった
⑧年号も変わるし、消費税も上がるし、
バタバタしそうな年になりそう
⑨今以上に成長できるように頑張って
いきたい
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁里見川荘
匿名希望
［男性／昭和５８年］

①事務系
②ラーメン
③過去。何が起こるか知っているから
④今と同じ
⑤人手不足。ロボット・機械等の導
入が増えている
⑥特に無いけれど、まっすぐ
⑦第１子の誕生。家族が増えた
⑧北朝鮮とアメリカのケンカ
⑨今年より良い年になるようにがんば
ります
みっちゃん
［女性／昭和３４年］
①専業主婦
②母の手料理
③「未来」過去はわかっているが、未
来はわからないから。
④孫たちと楽しく暮らしている
⑤介護ロボット
⑥猪突猛進
⑦意気消沈
⑧巨大地震
⑨何事も楽しんでやる！！
匿名希望
［女性／昭和５８年］
①保育士か栄養士
②焼肉（いいお肉。高級なお肉をた
くさん）
③過去…もっと貯金しておけばよかっ
た…
④今と変わらず、元気に働いていた
いという希望があります
⑤ロボットがいて、もっと科学の力で
発展しているかも…
⑥真っすぐ一直線！！
⑦忙しい毎日でした…でも子供も日々
大きくなっていて、充実した日々でした
⑧おめでたいニュースがたくさんある
といいなあと思っています
⑨今年以上に頑張ります！
ゆーちゃん
［女性／平成７年生］
①看護師
②カニとカキとアワビを食べたい
③未来。過去より未来のほうが楽し
そうだから
④結婚して子どもが２人くらいいて、
県外に住んでいると思う
⑤施設が今よりとても減少し、高齢
者が一人で家で暮らしている人がたく
さんいると思う
⑥物事をきちっとやりとげるイメージ
⑦あっという間に過ぎた。平成が終わ
るなんて考えられないと今でも思って
いる
⑧国民的アイドルの嵐のメンバーが結
婚すると思う。もしくは、南海トラフ
が起きると思う
⑨もっと自立して家事がテキパキでき
るように頑張る！貯金を頑張る！
むかん
［女性／昭和３４年生］
①保母
②活きの良い刺し身

③過去へ行きます。やり残したことや、
やればよかったと思うことがあるから
④主人と楽しく、お互いの趣味を一
緒にやっている
⑤介護が必要な人が増えて、介護者
不足になっていそうです。なかなか老
健に入所できない人がいると思う
⑥猪突猛進
⑦家族にいろいろな事があり、良くも
悪くも充実した年だった
⑧増税があり、今よりも景気が悪くな
りそう
⑨母の介護で忙しくなりそうなので、
自分の健康に留意し、楽しく充実した
一年にしたい
匿名希望
［女性／昭和３４年生］
①販売、カフェ
②ステーキ
③高校時代に戻ってみたい
④認知症や病気にならず、元気でい
たら、野菜作りや自由に旅行をしてい
たい
⑤介護する人が減少し、ロボットや外
国の人が介護しているのでは…？高
齢者が増え、少子化も進み、今以上
にこの職種は難しいように思います。
働きにくい職種
⑥「猪突猛進」思い立ったらそれに向
かって突き進む
⑦可もなく不可もなく。何もない事が
幸せと思う。仕事は忙しかった
⑧猛暑でいろいろな被害がありそう。
自然災害が増えそう。人間の心の歪
みの事件もあるのでは…
⑨定年までは仕事を頑張ろうと思うが、
その後は、まだやりたい事があるので、
ゆっくり楽しみたい。妄想に向かって、
まだこの年齢になってもできることを
叶えたいと思う
やま
［女性／昭和４６年］
①分からない
②お米
③未来（過去を振り替えてもしょうが
ない）
④介護の仕事を続けてると思います
⑤在宅強化型が増える。地域連携、
地域包括ケアシステム構築の要。介
護の賃金があがる
⑥猪突猛進
⑦精神的に辛い
⑧異常気象で自然災害が多くなる
⑨毎日笑顔で過ごしていく
もんじゃ
［女性／昭和５８年］
①英語が好きなので、海外での留学
とか青年ボランティア、通訳、翻訳
の仕事をしていたと思います。福祉関
係ならリハビリの仕事です
②祖母が作ってくれた魚の煮付け、
かぼちゃの煮物、おにしめ。よく食べ
に行ってたもんじゃ焼き（お店の名前
忘れました）

③過去に行きたいです。もう一度人
生やり直したいからです。連絡がとれ
なくなった友達、知り合い、亡くなら
れた身内、友達にはもう一度会いた
いからです。未来は気になりますが、
楽しみがなくなりますので
④今と同じ仕事を続けているか分から
ないが、福祉にかかわる仕事をしてい
ると思う。結婚して子供がいてくれた
らと希望はあります
⑤介護ロボットが普及して、ロボット
に介護をしてもらう時代になっていると
思う。現在よりもたくさん介護施設が
あると思うが、その分働くスタッフなど
問題点も出てくると思う
⑥〝猪突猛進″一つのことをやり出すと
まわりが見えなくなる。一つのことに
いろいろこだわりがあるイメージです
⑦今の職場で働きだして１０年目でし
た。昔から涙もろいことがあるのですが、
たくさんの涙（うれし涙、悔し涙、感動、
悲し涙）を流した年だったと思います。
たくさんのことを学んだ年でした
⑧ロボット（介護・店員など）がどん
どん増えていく。便利なものがどんど
ん開発される。嬉しい出来事がたくさ
ん起こるといいですね
⑨１日１日を大切に、充実できる年に
したい
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁老人保健施設 白梅の丘
めだか
［女性／昭和３４年］
①主婦生活をしている
思春期、仲の良い友と看護学校を選
択し、進んでいなかったら今の仕事は
無かった
②肉にかぶりつきたい。筋肉貯金の
大切さがわかる年齢となり、しあわせ
な心と体で肉食って旅立ちたい
③過去にいきたい。幼少期にもどり、
おもいっきり遊んで思春期には恋をし
て、未経験の大学生活を送ってみたい
④孫と一緒におもいっきり外で遊び大
笑いしている。自分と周囲の人に「あ
りがとう」をいっぱい発し明るく生活
している
⑤ロボット化が進み、人材は限られ
た人数のみでハイテクの居宅で日常
生活を送っている
⑥突進し、周囲が見えず我が道を進む
⑦自然災害が多く、又命がうばわれ
る悲惨な事件から日本の安全神話が
ゆらぐ年だった
⑧夢のある、心あたたまる希望がわく
ような人材が出て、ニュースで取り上
げられる
⑨看護を仕事とする事を続けてきたの
で、１年１年を大切にこの仕事を自分
の中で納得したものにしたい
パンダ
［女性／昭和３４年］
①レストランか食堂で働いていた
②さばずし

③過去。できたら人生やり直したい。
又、過去にいって先祖を知りたい
④孫のもり、地域のボランティア
⑤職員も高齢化して厳しい
⑥１度こうと決めれば周りのことは気
にせず前に進んでしまう
⑦天候が悪く災害が多い年でした
⑧いろんな事件がおきる
⑨今より健康でいい仕事をしていきたい
ばあば
［女性／昭和３４年］
①会社員か病院事務
②炊き立てのご飯と少し古漬けになっ
た白菜の漬物
③過去。長女が３歳になったころに
戻って、個性を伸ばす子どもに寄り
添った子育てをしたい
④元気で働いていたい
⑤ＡＩも取り入れた人だけに頼らない介
護。老健という名称はわかりませんが、
自立支援・在宅支援が中心の生活リ
ハビリを行う機能は重要なので、より
発展していると思います
⑥決断までは慎重だが、思いたった
らまっしぐら！
⑦全体的には厳しい年だったと思いま
すが、孫に恵まれ個人的にはよい年
でした
⑧東京オリンピックに向け、日本中が
盛り上がる年になるといいと思います
⑨老人保健施設の素晴らしさを地域
にも施設内にも広げたい
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁倉敷老健
くうちゃん
［女性／１９５９年］
①客室乗務員（キャビンアテンダント）
になり、キャリアをいかして国際交流
②炊き立てご飯と沢庵漬け
③過去（傷つけたかもしれない言葉
を回収に）

④母の介護をしながら時々仕事
⑤老健の機能が介護予防やＱＯＬ重視
に移行し、対応できない施設が淘汰
される。介護に関するロボット化や電
子化が進み、老健は少ない職員で介
護が可能となり、在宅生活も維持し
やすくなる
⑥鉄線柵にあたって多少体が傷ついて
も真っすぐに向かって突進していく
⑦災害について多角的に考えた年
⑧拉致被害者の帰国
⑨心身を整え、新しいことにもチャレ
ンジしていく
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁ナーシングホーム大樹
増田 由梨華
［女性／平成７年］
①美容外科の受付
②オムライス
③未来へ行く（過去に行っても何も
変わらないから）
④結婚をして家庭を築いている
⑤老健がなくなり、特養と一緒になっ
ている。食が欧米化しているので、介
護している側の負担が増すと思う（昔
に比べ筋力低下が考えられる）
⑥猪突猛進
⑦初めての事に挑戦をした年でした
⑧自動車の大半が水で動くようになる
と思う
⑨人生一度きりなので、やりたい事
を具体化し、一つ一つ実現させたい
です
匿名希望
［女性／昭和３４年生まれ］
①事務職
②ご飯（おにぎり）
③未来へ行く
過去は、判かっているけど未来はどう
なっているか知りたい
④判らないが何か仕事をしていたい

⑤認知症の薬が出来て、介護されて
いる人が少なくみんな元気で長生きし
ているといいですね
⑥前へ明るく進む年
⑦災害、結婚といろいろなことがあっ
た年
⑧世間を騒がせるニュースはない方が
いいですね。考えられません
⑨やるぞ！！やるぞ！！やるぞ！！
あずき
［女性／昭和３４年生まれ］
①東京のバスガイド
②美味しい水でよい
③未来にいって、やり残したことはな
かったか自分に聞きたい
④自分の趣味を見つけそれをボラン
ティア活動に活かしたい
⑤ＡＩが進化し、ロボットが活躍をする
　多国籍の人にお世話になる
⑥ねばりの年
⑦災害・天災の年
⑧世界情勢が大きくかわり、円の価
値がなくなる
⑨趣味を見つけ、１０年後ボランティ
ア活動が出来るよう種まきをする
Kiki
［男性／平成７年生］
①ペットショップの店員
②親の料理
③過去…未来にはこれから行けるけど、
過去には行けないから
④相談員として働いている
⑤ロボットが介護している
⑥やさしい、マイペース
⑦災害に戦う日本、平成最後の年
⑧南海トラフが起きる
⑨災害が来たとしても、家族や友達、
職場の人とともに笑って生活してまた
楽しい一年にしていく！！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁いるかの家

　リハビリテーションセンター
匿名希望
［女性／昭和４６年生］
①小学校の給食の調理員さん
②すいか！！
③未来へいく！ 進化した日本を見てみ
たい。自分がどう暮らしているか興味
ある
④子供が独立して悠々自適にくらして
いる…はず
⑤老健マンションになっており、介護
はオートメーション化
⑥猪突猛進
⑦このたび西日本豪雨で被災された
皆様に心よりお見舞い申し上げます
⑧消費税１０％でかけこみ需要
⑨持久力を鍛えます！
匿名希望
［女性／昭和４６年生］
①パン屋さんでバイトしているかも？？
②白米（おにぎり）
③過去に行く（もう一度一から勉強し
たい）
④今と変わらず「いるか」で仕事をし
ている。時々、孫の世話をしていると
思う
⑤少子高齢化が進み老人ホームなど
が増えていると思う
⑥猪突猛進
⑦災害が多かった
⑧元号が変わる事で、日本経済、皇
族問題が話題になると思う
⑨安定した日常生活を送りたい
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁老健あかね
匿名
［女性／平成７年生］
①普通の事務員…
②世界一周旅行
③過去に行って自分を叱りたい
④介護しているかは分からないけど、
何かの仕事をしていて欲しい
⑤ロボット化していると思う
⑥猪突猛進で辛抱強いイメージ
⑦もっとこうしとけば良かったと悔いの
残る年だった
⑧分かりません
⑨体調に気をつけて頑張ります
ドリーム
［女性／昭和３４年］
①保育士
②旅行
③過去。…やり直したい
④孫とゆっくり…。
⑤？
⑥突進！！
⑦まずまず
⑧地震！！
⑨マイペース
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人老健施設 ゆうあい
MK
［男性／昭和４６年］
①大型免許を生かしてトラックの運転手

②牡蠣と焼酎のロック
③もちろん過去に行って人生のやり直
しを助言する
④仕事をしながら趣味を楽しんでいる
⑤今とあまり変わっていないと思いま
す
⑥脇目もふらず突っ走るイメージ
⑦楽しかった事、嬉しかった事が多く
あった一年でした
⑧大規模な天災（起きてほしくないけ
ど）
⑨何事も感謝の気持ちを持ち前向き
に笑顔を絶やさず過ごす！
MY
［女性／昭和５８年］
①アロマセラピスト or リンパケアセラ
ピスト
②思いうかびませんが．．．甘いもの
③過去。理由 もっとしっかり勉強し
て！！そして遊べよーって自分に言いた
い
④子育て！！一年に一回ぐらい旅行と
か行っててほしい（笑）
⑤若年化？結構寿命が短くなって、
寝たきりが増えてる？？
⑥猪突猛進（笑）
⑦忘れられないことがあった。衝撃で
した
⑧まっっったく思い浮かびません（笑）
⑨自分メンテ！！ やせるぞ！ｗ
２０１９年も楽しく前向きに！！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁高梁市介護老人老健施設
　ひだまり苑
あっこちゃん
［女性／昭和５８年］
①伝統工芸
②そばめし
③過去…歴史の目撃者になる
④想像がつかない
⑤介護ロボットがいっぱい
⑥頑固
⑦世界中で災害が多かった
⑧わからないが平和なニュースが多い
ことを願う
⑨早めの行動を心がける
まっこ姉ちゃん
［女性／昭和３４年］
①絵本屋さん
②大手饅頭（あんこが大好きだから）
③過去（織田信長にあいたい！信長
の妻になりたい）（祖母の子供の頃を
見てみたい…かわいいおばあちゃん
だったから）
④気の合う仲間（男女とわず）と旅
行に行ききれいな景色を見、癒され、
おいしい物を食べている。あとは、家
の中で一人で編み物をしている
⑤施設現場にロボットが２／３いて介
助していると思う。話し相手もロボット。
利用者は日当たりの良い場所でゆっく
り本を読んだり音楽を聴いたり穏やか
に過ごされていると思う
⑥猪突猛進でもビクビクして気弱なと

ころもある
⑦災害の多い年だった。自然の力に
は勝てないと改めて思った。水と風の
怖さを知った。でも復旧、復興には
人のやさしい小さな手が大きいことを
感じた
⑧富士山の麓から原油が出る
⑨足腰を大切に毎日体操をして、介
護のお仕事がんばります
３ＺＵ
［女性／昭和３４年］
①家で農家（いちご農家）
②いちご
③未来（未来に興味がある。今更過
去に行ってみてもしょうがないよう）
④今と同じ。アクセク働いて、それで
何か完成したん？って感じ
⑤相変わらず人手不足
⑥いのししは憎まれ役。いつも追いか
けまわされかわいそう。何か役に立つ
存在になれないものか…
⑦フツウ
⑧月に旅行に行く人がいる
⑨コレステロールを下げるぞー！！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護療養型老人保健施設
　わたぼうし
匿名
［女性／昭和３４年］
①医療福祉以外の企業勤務（オフィ
スレディー）
②回らないお店の握り寿司
③過去に行く（理由：逢いたい人が
いる…）
④友人と旅行（悠々自適な生活）
⑤老健は無くなっているかも？介護に
係わる人材がいなくなるのでは？
⑥脇目も振らず、何も考えず突進して
行く
⑦自身も不調な所があったり、家族
の入院があったりして悪い年であった
が、子供とゆっくり過ごせる時間もあり、
良い年であった。全国的に災害の多
い年で、悲しかった
⑧全く想像がつきません
⑨病気をせず、頑張って働き、穏や
かな１年でありますように！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設　藤崎苑
匿名
［女性／平成７年］
①美容系
②お母さんの作ったお味噌汁
③過去
④結婚していて欲しい
⑤どたばた
⑥猪突猛進
⑦どたばた
⑧変わらない
⑨体に気をつけて

アンケート猪突猛進！！
猪突猛進！！

質問! ①今の仕事をしていなかったら
　何をしていた？
②人生最後に何が食べたい？
③タイムマシーンがあったら
　未来へ行く？  過去に行く？
　（それはなぜ？）
④１０年後の自分は
　何をしていると思う？

《質問内容》

⑤３０年後の老健・介護は
　どうなっている？
⑥いのしし年のイメージは？
⑦２０１８年はどんな年だった？
⑧２０１９年はどんなこと（世間
　を騒がせるニュースは）が
　起こると思う？
⑨新年に向けて豊富（意気込
　み）をどうぞ！答えてち

ょ～だい
！！

答えてち
ょ～だい

！！

大規模な災害への対応
「平成３０年７月豪雨
老健協災害対策本部 報告」
岡山県老人保健施設協会
副会長　秋山正史

人材確保の取り組み
「オールおかやまでの取り組み」
発表者／ゆめの里 古谷功治
共同演者／虹・老健協理事 藤本宗平
（岡山県福祉・介護人材確保対策推進協議会メンバー）
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介護老人保健施設エスポアール城西（旧 弥生ヶ丘）

１０月１日の新築移転を機に名称を「弥生ケ丘」より「エスポアール城西」
へ変更しました。１１月より利用時間が、短時間の１～２時間枠も加わること
となり、いままでの４～５、６～７時間と合わせ、３パターンとなり、利用者
様に合った時間で利用していただける施設になりました。１～２時間利用の
方は、レッドコード、マシーンを中心としたリハビリがメインとなり、リハビリがしたい方にとっては、
最高です。４～５、６～７時間利用の方については、入浴、リハビリはもちろん１日を通して、
楽しく過ごしていただきたいとの思いからクラブ活動が１６種類あり、その日に自己選択し、
参加しており、完成品は、玄関先にある陳列棚にかざり、お披露目しています。今回新築す
るにあたって、オープンキッチンの設備も整え、調理訓練を含めた家事動作も可能となりま
した。日々 、利用者様が一日でも長くその人らしく、在宅生活が送れるようにスタッフ一同頑張っ
ていきます。

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

☁介護老人保健施設 備中荘
ウメちゃん（介護職員）　
［昭和３４年生］
①占い師
②特に無し
③過去。後悔していることがあるから
④シフシフの追っかけ♥
⑤アウトリーチ機能をもち地域包括ケ
アの中心を担っている
⑥頑固
⑦災害等、心の痛む年だった
⑧長男の結婚
⑨物を捨ててシンプルに暮らす
山本 優美（介護職員）　
［昭和４６年生］
①何か猫に関する仕事・・・・・？
②ゼリーフライ（某地域のＢ級グルメ
です）
③未来。これから先どうなっているの
か興味があるため
④猫カフェで働いていたいです
⑤今よりいろいろと良くなっていて欲し
いです
⑥ひたすら真っ直ぐに突き進む？感じ
⑦特に可もなく不可もなく・・・・・
な感じです
⑧何が起こるか予想もつきませんが、
平和ならいいなと思います
⑨真面目に一生懸命頑張ります！ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁日立養力センター
匿名希望
［女性／平成７年生］
①書道教室
②きゅうり
③過去に行く。すべてをやり直したい
④結婚しないで働いていそう
⑤介護ロボットもいて、ロボットが介
護してくれてそう
⑥強い。突進してきそう
⑦いろんなところに行けて楽しかった

⑧いろんな日本の問題が起こりそう
⑨来年もいままで以上にがんばる
横浜の筒香
［男性／平成７年生］
①工場勤務
②キャラメルポップコーン
③過去。もうちょっと上手にお金を使
う
④毎日仕事帰りに現地で野球観戦　
年収大幅ＵＰ　マセラティ乗って首都
高ドライブ
⑤介護職員が足りず外国人が主に働
いている
⑥森　友哉
⑦３年ぶりにＢクラスに沈み期待外れな
年だった。来季は優勝目指して欲しい
⑧消費税増税
⑨がんばる
長沼２号
［男性／平成７年生］
①アルバイト or Youtuber
②焼肉
③過去に行く。理由 人生一からやり
直したい
④PT
⑤利用者が減少
⑥なし　　　
⑦国試に落ち泣きちらした年
そして介護という職を経験して介護の
大事さを知った
⑧税が８％→１０％へ増税
⑨ＰＴとして独学にはげむ
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁福寿荘
遠山 崇
［男性／昭和５８年生］
①普通のサラリーマンか工場で働い
ていたと思います
②黒毛和牛Ａ５ランクのステーキ３００ｇ！
③過去に行って宝くじでも当てときたい
④介護士

⑤介護職員に多国籍の方が増え、会
話に困難している自分が浮かぶ…
⑥ちょっと思い浮かばないです
⑦なんだか、とにかく物事がワーッと押
し寄せてきてそのまま去って行った感じ
です。忙しかった気がしますが、大き
なトラブルに見舞われなかったかな。
⑧ますます異常気象が増えそうな気が
しているので、災害対策をしっかりし
ていきたい
⑨平成も今年４月で終わります。心機
一転、流されること無く、物事をしっ
かりと見据えた一年にしていきたい
氏本 愛美
［女性／平成７年生］
①接客業
②おみそ汁
③未来。１０年後位に行ってその時の
自分は子供は何人いて、何をしている
のか知りたい
④介護に携わる仕事はしていると思う
⑤人手不足が深刻化していると思う。
施設に入りたくても入れない人が増え、
自宅で看る等老老介護の問題が更に
増えてきそう
⑥正義感が強い。自分含め、周りに
困っている人がいると放っておけない
性格なので、介護の仕事に向いてい
るのではないかと思う
⑦成長できた年。就職して３年目で
あったが、仕事にも余裕をもてるよう
になり、後輩や実習生に指導できるよ
うになった
⑧年号も変わるし、消費税も上がるし、
バタバタしそうな年になりそう
⑨今以上に成長できるように頑張って
いきたい
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁里見川荘
匿名希望
［男性／昭和５８年］

①事務系
②ラーメン
③過去。何が起こるか知っているから
④今と同じ
⑤人手不足。ロボット・機械等の導
入が増えている
⑥特に無いけれど、まっすぐ
⑦第１子の誕生。家族が増えた
⑧北朝鮮とアメリカのケンカ
⑨今年より良い年になるようにがんば
ります
みっちゃん
［女性／昭和３４年］
①専業主婦
②母の手料理
③「未来」過去はわかっているが、未
来はわからないから。
④孫たちと楽しく暮らしている
⑤介護ロボット
⑥猪突猛進
⑦意気消沈
⑧巨大地震
⑨何事も楽しんでやる！！
匿名希望
［女性／昭和５８年］
①保育士か栄養士
②焼肉（いいお肉。高級なお肉をた
くさん）
③過去…もっと貯金しておけばよかっ
た…
④今と変わらず、元気に働いていた
いという希望があります
⑤ロボットがいて、もっと科学の力で
発展しているかも…
⑥真っすぐ一直線！！
⑦忙しい毎日でした…でも子供も日々
大きくなっていて、充実した日々でした
⑧おめでたいニュースがたくさんある
といいなあと思っています
⑨今年以上に頑張ります！
ゆーちゃん
［女性／平成７年生］
①看護師
②カニとカキとアワビを食べたい
③未来。過去より未来のほうが楽し
そうだから
④結婚して子どもが２人くらいいて、
県外に住んでいると思う
⑤施設が今よりとても減少し、高齢
者が一人で家で暮らしている人がたく
さんいると思う
⑥物事をきちっとやりとげるイメージ
⑦あっという間に過ぎた。平成が終わ
るなんて考えられないと今でも思って
いる
⑧国民的アイドルの嵐のメンバーが結
婚すると思う。もしくは、南海トラフ
が起きると思う
⑨もっと自立して家事がテキパキでき
るように頑張る！貯金を頑張る！
むかん
［女性／昭和３４年生］
①保母
②活きの良い刺し身

③過去へ行きます。やり残したことや、
やればよかったと思うことがあるから
④主人と楽しく、お互いの趣味を一
緒にやっている
⑤介護が必要な人が増えて、介護者
不足になっていそうです。なかなか老
健に入所できない人がいると思う
⑥猪突猛進
⑦家族にいろいろな事があり、良くも
悪くも充実した年だった
⑧増税があり、今よりも景気が悪くな
りそう
⑨母の介護で忙しくなりそうなので、
自分の健康に留意し、楽しく充実した
一年にしたい
匿名希望
［女性／昭和３４年生］
①販売、カフェ
②ステーキ
③高校時代に戻ってみたい
④認知症や病気にならず、元気でい
たら、野菜作りや自由に旅行をしてい
たい
⑤介護する人が減少し、ロボットや外
国の人が介護しているのでは…？高
齢者が増え、少子化も進み、今以上
にこの職種は難しいように思います。
働きにくい職種
⑥「猪突猛進」思い立ったらそれに向
かって突き進む
⑦可もなく不可もなく。何もない事が
幸せと思う。仕事は忙しかった
⑧猛暑でいろいろな被害がありそう。
自然災害が増えそう。人間の心の歪
みの事件もあるのでは…
⑨定年までは仕事を頑張ろうと思うが、
その後は、まだやりたい事があるので、
ゆっくり楽しみたい。妄想に向かって、
まだこの年齢になってもできることを
叶えたいと思う
やま
［女性／昭和４６年］
①分からない
②お米
③未来（過去を振り替えてもしょうが
ない）
④介護の仕事を続けてると思います
⑤在宅強化型が増える。地域連携、
地域包括ケアシステム構築の要。介
護の賃金があがる
⑥猪突猛進
⑦精神的に辛い
⑧異常気象で自然災害が多くなる
⑨毎日笑顔で過ごしていく
もんじゃ
［女性／昭和５８年］
①英語が好きなので、海外での留学
とか青年ボランティア、通訳、翻訳
の仕事をしていたと思います。福祉関
係ならリハビリの仕事です
②祖母が作ってくれた魚の煮付け、
かぼちゃの煮物、おにしめ。よく食べ
に行ってたもんじゃ焼き（お店の名前
忘れました）

③過去に行きたいです。もう一度人
生やり直したいからです。連絡がとれ
なくなった友達、知り合い、亡くなら
れた身内、友達にはもう一度会いた
いからです。未来は気になりますが、
楽しみがなくなりますので
④今と同じ仕事を続けているか分から
ないが、福祉にかかわる仕事をしてい
ると思う。結婚して子供がいてくれた
らと希望はあります
⑤介護ロボットが普及して、ロボット
に介護をしてもらう時代になっていると
思う。現在よりもたくさん介護施設が
あると思うが、その分働くスタッフなど
問題点も出てくると思う
⑥〝猪突猛進″一つのことをやり出すと
まわりが見えなくなる。一つのことに
いろいろこだわりがあるイメージです
⑦今の職場で働きだして１０年目でし
た。昔から涙もろいことがあるのですが、
たくさんの涙（うれし涙、悔し涙、感動、
悲し涙）を流した年だったと思います。
たくさんのことを学んだ年でした
⑧ロボット（介護・店員など）がどん
どん増えていく。便利なものがどんど
ん開発される。嬉しい出来事がたくさ
ん起こるといいですね
⑨１日１日を大切に、充実できる年に
したい
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁老人保健施設 白梅の丘
めだか
［女性／昭和３４年］
①主婦生活をしている
思春期、仲の良い友と看護学校を選
択し、進んでいなかったら今の仕事は
無かった
②肉にかぶりつきたい。筋肉貯金の
大切さがわかる年齢となり、しあわせ
な心と体で肉食って旅立ちたい
③過去にいきたい。幼少期にもどり、
おもいっきり遊んで思春期には恋をし
て、未経験の大学生活を送ってみたい
④孫と一緒におもいっきり外で遊び大
笑いしている。自分と周囲の人に「あ
りがとう」をいっぱい発し明るく生活
している
⑤ロボット化が進み、人材は限られ
た人数のみでハイテクの居宅で日常
生活を送っている
⑥突進し、周囲が見えず我が道を進む
⑦自然災害が多く、又命がうばわれ
る悲惨な事件から日本の安全神話が
ゆらぐ年だった
⑧夢のある、心あたたまる希望がわく
ような人材が出て、ニュースで取り上
げられる
⑨看護を仕事とする事を続けてきたの
で、１年１年を大切にこの仕事を自分
の中で納得したものにしたい
パンダ
［女性／昭和３４年］
①レストランか食堂で働いていた
②さばずし

③過去。できたら人生やり直したい。
又、過去にいって先祖を知りたい
④孫のもり、地域のボランティア
⑤職員も高齢化して厳しい
⑥１度こうと決めれば周りのことは気
にせず前に進んでしまう
⑦天候が悪く災害が多い年でした
⑧いろんな事件がおきる
⑨今より健康でいい仕事をしていきたい
ばあば
［女性／昭和３４年］
①会社員か病院事務
②炊き立てのご飯と少し古漬けになっ
た白菜の漬物
③過去。長女が３歳になったころに
戻って、個性を伸ばす子どもに寄り
添った子育てをしたい
④元気で働いていたい
⑤ＡＩも取り入れた人だけに頼らない介
護。老健という名称はわかりませんが、
自立支援・在宅支援が中心の生活リ
ハビリを行う機能は重要なので、より
発展していると思います
⑥決断までは慎重だが、思いたった
らまっしぐら！
⑦全体的には厳しい年だったと思いま
すが、孫に恵まれ個人的にはよい年
でした
⑧東京オリンピックに向け、日本中が
盛り上がる年になるといいと思います
⑨老人保健施設の素晴らしさを地域
にも施設内にも広げたい
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁倉敷老健
くうちゃん
［女性／１９５９年］
①客室乗務員（キャビンアテンダント）
になり、キャリアをいかして国際交流
②炊き立てご飯と沢庵漬け
③過去（傷つけたかもしれない言葉
を回収に）

④母の介護をしながら時々仕事
⑤老健の機能が介護予防やＱＯＬ重視
に移行し、対応できない施設が淘汰
される。介護に関するロボット化や電
子化が進み、老健は少ない職員で介
護が可能となり、在宅生活も維持し
やすくなる
⑥鉄線柵にあたって多少体が傷ついて
も真っすぐに向かって突進していく
⑦災害について多角的に考えた年
⑧拉致被害者の帰国
⑨心身を整え、新しいことにもチャレ
ンジしていく
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁ナーシングホーム大樹
増田 由梨華
［女性／平成７年］
①美容外科の受付
②オムライス
③未来へ行く（過去に行っても何も
変わらないから）
④結婚をして家庭を築いている
⑤老健がなくなり、特養と一緒になっ
ている。食が欧米化しているので、介
護している側の負担が増すと思う（昔
に比べ筋力低下が考えられる）
⑥猪突猛進
⑦初めての事に挑戦をした年でした
⑧自動車の大半が水で動くようになる
と思う
⑨人生一度きりなので、やりたい事
を具体化し、一つ一つ実現させたい
です
匿名希望
［女性／昭和３４年生まれ］
①事務職
②ご飯（おにぎり）
③未来へ行く
過去は、判かっているけど未来はどう
なっているか知りたい
④判らないが何か仕事をしていたい

⑤認知症の薬が出来て、介護されて
いる人が少なくみんな元気で長生きし
ているといいですね
⑥前へ明るく進む年
⑦災害、結婚といろいろなことがあっ
た年
⑧世間を騒がせるニュースはない方が
いいですね。考えられません
⑨やるぞ！！やるぞ！！やるぞ！！
あずき
［女性／昭和３４年生まれ］
①東京のバスガイド
②美味しい水でよい
③未来にいって、やり残したことはな
かったか自分に聞きたい
④自分の趣味を見つけそれをボラン
ティア活動に活かしたい
⑤ＡＩが進化し、ロボットが活躍をする
　多国籍の人にお世話になる
⑥ねばりの年
⑦災害・天災の年
⑧世界情勢が大きくかわり、円の価
値がなくなる
⑨趣味を見つけ、１０年後ボランティ
ア活動が出来るよう種まきをする
Kiki
［男性／平成７年生］
①ペットショップの店員
②親の料理
③過去…未来にはこれから行けるけど、
過去には行けないから
④相談員として働いている
⑤ロボットが介護している
⑥やさしい、マイペース
⑦災害に戦う日本、平成最後の年
⑧南海トラフが起きる
⑨災害が来たとしても、家族や友達、
職場の人とともに笑って生活してまた
楽しい一年にしていく！！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁いるかの家

　リハビリテーションセンター
匿名希望
［女性／昭和４６年生］
①小学校の給食の調理員さん
②すいか！！
③未来へいく！ 進化した日本を見てみ
たい。自分がどう暮らしているか興味
ある
④子供が独立して悠々自適にくらして
いる…はず
⑤老健マンションになっており、介護
はオートメーション化
⑥猪突猛進
⑦このたび西日本豪雨で被災された
皆様に心よりお見舞い申し上げます
⑧消費税１０％でかけこみ需要
⑨持久力を鍛えます！
匿名希望
［女性／昭和４６年生］
①パン屋さんでバイトしているかも？？
②白米（おにぎり）
③過去に行く（もう一度一から勉強し
たい）
④今と変わらず「いるか」で仕事をし
ている。時々、孫の世話をしていると
思う
⑤少子高齢化が進み老人ホームなど
が増えていると思う
⑥猪突猛進
⑦災害が多かった
⑧元号が変わる事で、日本経済、皇
族問題が話題になると思う
⑨安定した日常生活を送りたい
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁老健あかね
匿名
［女性／平成７年生］
①普通の事務員…
②世界一周旅行
③過去に行って自分を叱りたい
④介護しているかは分からないけど、
何かの仕事をしていて欲しい
⑤ロボット化していると思う
⑥猪突猛進で辛抱強いイメージ
⑦もっとこうしとけば良かったと悔いの
残る年だった
⑧分かりません
⑨体調に気をつけて頑張ります
ドリーム
［女性／昭和３４年］
①保育士
②旅行
③過去。…やり直したい
④孫とゆっくり…。
⑤？
⑥突進！！
⑦まずまず
⑧地震！！
⑨マイペース
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人老健施設 ゆうあい
MK
［男性／昭和４６年］
①大型免許を生かしてトラックの運転手

②牡蠣と焼酎のロック
③もちろん過去に行って人生のやり直
しを助言する
④仕事をしながら趣味を楽しんでいる
⑤今とあまり変わっていないと思いま
す
⑥脇目もふらず突っ走るイメージ
⑦楽しかった事、嬉しかった事が多く
あった一年でした
⑧大規模な天災（起きてほしくないけ
ど）
⑨何事も感謝の気持ちを持ち前向き
に笑顔を絶やさず過ごす！
MY
［女性／昭和５８年］
①アロマセラピスト or リンパケアセラ
ピスト
②思いうかびませんが．．．甘いもの
③過去。理由 もっとしっかり勉強し
て！！そして遊べよーって自分に言いた
い
④子育て！！一年に一回ぐらい旅行と
か行っててほしい（笑）
⑤若年化？結構寿命が短くなって、
寝たきりが増えてる？？
⑥猪突猛進（笑）
⑦忘れられないことがあった。衝撃で
した
⑧まっっったく思い浮かびません（笑）
⑨自分メンテ！！ やせるぞ！ｗ
２０１９年も楽しく前向きに！！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁高梁市介護老人老健施設
　ひだまり苑
あっこちゃん
［女性／昭和５８年］
①伝統工芸
②そばめし
③過去…歴史の目撃者になる
④想像がつかない
⑤介護ロボットがいっぱい
⑥頑固
⑦世界中で災害が多かった
⑧わからないが平和なニュースが多い
ことを願う
⑨早めの行動を心がける
まっこ姉ちゃん
［女性／昭和３４年］
①絵本屋さん
②大手饅頭（あんこが大好きだから）
③過去（織田信長にあいたい！信長
の妻になりたい）（祖母の子供の頃を
見てみたい…かわいいおばあちゃん
だったから）
④気の合う仲間（男女とわず）と旅
行に行ききれいな景色を見、癒され、
おいしい物を食べている。あとは、家
の中で一人で編み物をしている
⑤施設現場にロボットが２／３いて介
助していると思う。話し相手もロボット。
利用者は日当たりの良い場所でゆっく
り本を読んだり音楽を聴いたり穏やか
に過ごされていると思う
⑥猪突猛進でもビクビクして気弱なと

ころもある
⑦災害の多い年だった。自然の力に
は勝てないと改めて思った。水と風の
怖さを知った。でも復旧、復興には
人のやさしい小さな手が大きいことを
感じた
⑧富士山の麓から原油が出る
⑨足腰を大切に毎日体操をして、介
護のお仕事がんばります
３ＺＵ
［女性／昭和３４年］
①家で農家（いちご農家）
②いちご
③未来（未来に興味がある。今更過
去に行ってみてもしょうがないよう）
④今と同じ。アクセク働いて、それで
何か完成したん？って感じ
⑤相変わらず人手不足
⑥いのししは憎まれ役。いつも追いか
けまわされかわいそう。何か役に立つ
存在になれないものか…
⑦フツウ
⑧月に旅行に行く人がいる
⑨コレステロールを下げるぞー！！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護療養型老人保健施設
　わたぼうし
匿名
［女性／昭和３４年］
①医療福祉以外の企業勤務（オフィ
スレディー）
②回らないお店の握り寿司
③過去に行く（理由：逢いたい人が
いる…）
④友人と旅行（悠々自適な生活）
⑤老健は無くなっているかも？介護に
係わる人材がいなくなるのでは？
⑥脇目も振らず、何も考えず突進して
行く
⑦自身も不調な所があったり、家族
の入院があったりして悪い年であった
が、子供とゆっくり過ごせる時間もあり、
良い年であった。全国的に災害の多
い年で、悲しかった
⑧全く想像がつきません
⑨病気をせず、頑張って働き、穏や
かな１年でありますように！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設　藤崎苑
匿名
［女性／平成７年］
①美容系
②お母さんの作ったお味噌汁
③過去
④結婚していて欲しい
⑤どたばた
⑥猪突猛進
⑦どたばた
⑧変わらない
⑨体に気をつけて
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毎年、岡山県老人保健施設協会 学
術委員会が主催し全職種、全職員を
対象とした研修会「岡山県介護老人
保健施設大会」「職員合同研修会」を
行っています。
今年度は平成３０年１１月１日㈭にライ

フパーク倉敷におきまして「第２５回岡
山県介護老人保健施設大会」を行い
ました。大会当日は６１施設、１８０名の
方にご参加いただきました。
まず特別講演Ⅰといたしまして、岡
山県老人保健施設協会 学術委員会 
副委員長 秋山正史先生に「西日本豪
雨災害に学ぶ」という内容で、今年７
月の豪雨災害の被害等、実際に岡山
県内で起こった被害状況等を詳しくお
話しいただきました。参加者の殆んど
の方が、幸いにも今回の災害では大
きな影響や被害を受けておらず、秋山
先生のお話を聞いて、真備地域を中
心とした被害の大きさを実感された方
が多く、自施設の対策の甘さや、今後
何をしていかなければならないかを再
確認できたという意見が多く聞かれま
した。
また、「老健協会としての連携の仕
方や協力体制等、実際の動きも把握
できて納得しました」「自分たちにでき
ることがあれば協力したい」などの意
見も多く、今回の講演が災害を身近に
感じ、ハザードマップの重要性など、
今後に繋がっていく、とても良い機会
になりました。
次に特別講演Ⅱといたしまして、岡

山県老人保健施設協会 人生の最終段
階における医療介護を考える会 担当
理事 藤本宗平先生に「人生の最終段
階における医療・ケアの決定プロセ
ス」とＡＣＰアドバンス・ケア・プラン
ニングの実践と課題解決に向けてのお
話をお聞きしました。 ＡＣＰについては
聞いたことはあっても、実際に講演等
で話を聞くのは初めてという方が多い
中、人生の最終段階において起こりう
る様 な々ことに対し、どう取り組んでい

くべきかを詳しく、分かりやすく教えて
いただきました。
講演の後には老人保健施設 虹のス

タッフによるロールプレイングでの架
空ドラマを実践していただけたことで、
更にＡＣＰとはどういうものなのか？ を
理解することができました。アンケート
でも今後、自施設でしっかり取り組ん
でいきたいという、前向きな意見が多
く聞かれました。
午後からは演題発表を行いました。
各施設の取り組みや業務の工夫等を
１６名の方に３セッションに分かれ発表
していただきました。年々演題数が減っ
ている状況を少し寂しく思いますが、
参加者の方々からは他施設の発表を
聞き、とても良い刺激を受け、自施設
に何らかの形で取り入れていこうとい
う姿勢がアンケートから多く伺えまし
た。
今年度の「第１７回職員合同研修会」

は平成３１年２月２８日に ライフパーク倉
敷におきまして開催を予定しておりま
す。講演内容など、詳細は未定ですが、
多くの方々に興味をもって参加してい
ただけるような研修を企画したいと
思っています。詳細な内容が決まり次
第、早急に皆さまにはお知らせいたし
ますので、よろしくお願いいたします。
今後も岡山県の介護老人保健施設
のサービスの質の向上のために学術
委員会では、より充実した教育・研修
を開催していきたいと思います。各施
設のあらゆる職種の皆さまのご参加を
心よりお待ち申し上げておりますと同
時に、お世話していただいている役員
の皆さまに感謝申し上げます。

委 員 会
だ よ り

平成３０年１１月１５日㈫１８時より、ホ
テルグランヴィア岡山にて、１０年ぶり
の議員懇話会を開催した。
出席者は天野学自由民主党幹事長、
池本敏朗、上田勝義、内山登、遠藤
康洋、太田正孝、小田圭一、久徳大輔、
河野慶治、小林孝一郎、小林義明、
中塚周一、山本雅彦各岡山県議会議
員１３名と老健施設より１１名の合計２４
名であり、意見交換会に続いて懇親
会を行った。
議題は①西日本豪雨災害について、
避難指示と確認さらに各地の被害状
況を的確に把握するとともに、救援に
あたっては行政機関、消防、警察と
地域の緊密な連携を図って欲しい。
②外国人労働者の受け入れについ

ては技能実習生としてあるいは留学生
としての受け入れに対して日本語教育
費や家賃を県から補助して欲しい。ま
た介護・看護の人材発掘に取り組ん
で欲しい。
③超高齢化社会において高齢者の

ロコモ対策として介護予防リハビリ、
運動や認知症予防に心身健康体操を
各施設、自治体では行っているが、
政治主導により県全体で行って欲し
い。
④特定建物定期検査報告に関する
提言では、建物の構造・防火・避難
施設の維持管理状況の報告が３年ご
と、防火設備の定期点検は毎年義務
付けられているがいずれも外部委託で
は５０～１００万円かかる。以前から消
防署に届けているので簡素化して欲し
い。
以上の要件について意見交換が活
発に行われ、最後に天野幹事長の総
括があり今後の改善が期待できる印
象であった。
次いで懇談会に移った。和やかな
雰囲気の中、時の流れも忘れるほど
盛り上がり次回はさらに出席率を上げ
ることを念じて閉会した。また旧民進
党の自治体議員で設立した政治団体
「自治体議員フォーラムおかやま」より
意見交換会の要請があり、１１月２７日
㈫１６時１５分より岡山県庁議会棟２階
岡山県議会民主県民クラブ控室にて
開催された。出席者は高原俊彦、高
橋徹議員と施設側３名であった。
議題は議員懇話会の議題に付け加

えて、平成３０年の医療介護同時改定
により老健は在宅支援をする施設と明

確化された。在宅での認知症対応に
ついても医師と他職種の医療・介護
の専門スタッフを抱える老健は機能を
十分に発揮できる。しかしオレンジプ
ランには地域包括ケアの中に図式化さ
れていない。老健の短期集中型リハ
ビリは認知症の改善に有効性を認め
られており、是非とも老健の役割を周
知徹底していただきたいと要望した。
そして、同日１９時３０分より開催され

た岡山市の認知症支援に係る医療と
の連携に関する検討会においても、
老健の役割が地域包括ケアにおいて
在宅支援をする施設になったことを報
告し、認知症短期集中リハビリが中核
症状やＢＰＳＤに対して有効であること
を説明した。オレンジプランの地域包
括ケアのシェーマには特養は表示され
ているが老健は抜けている。認知症に
対しては老健が治療、入所において
在宅支援には中核的な役割ができる
施設であることを主張し、シェーマに
表示して住民が老健を理解できるよう
に周知していただくように要望した。
全老健連盟でも老健が何をしているの
か理解されていない現状を主張してい
るが、医療機関、スタッフ、行政機関
に対しても見学会などを通して啓発活
動が必要である。

本年度、岡山県地域医療介護総合
確保基金の補助を受け、当部会にて
実施している以下の２事業について、
これまでの状況を報告する。
１. 介護アシスタント育成事業
若者・女性・高齢者など多様な世

代の人を対象に、掃除や洗濯、ベッ
ドメイク、物品補充等、利用者の体に
直接関わる身体介助以外の業務（以
下「介護の周辺業務」という。）に従
事してもらう職員（以下「介護アシス
タント」という。）を育成・雇用してい
く事業である。
◇ 実施期間： 平成３０年１２月１日～ 
　　　　　　　　 平成３１年２月２８日
上記の期間、時給８３０円・週２０時

間未満のパートとして採用し、職場ＯＪ
Ｔを通じて、介護アシスタントになって
いただく。
（１）事業経過
７月２７日、会員施設へ参加者受入
施設の募集依頼。
８月２１・２２・２３・２４・２８日、部会
メンバーの施設等にて、受入施設向
け説明会を開催。受入可および受入
検討の２７施設のうち、２１施設が最終
的に受入施設となる。
９月、事業への参加者募集チラシを
作成。各受入施設にて開催する参加
希望者向けの事前説明会の日程を掲
載。まずはそれに参加してもらうことと
した。チラシが完成次第、各施設に
て事前説明会への参加募集を開始。
９月２４日、受入施設の周辺地域の
家庭へ、山陽新聞の折り込み広告を
通じて参加者募集チラシを配布（約２
３万部）。
１０月６日～１１月１７日の期間、各受
入施設にて１～２回事前説明会を開
催。事前説明会への参加者は６０名、
うち事業への参加申込者が３４名。
１１月、事業への参加申込者を対象
に、各受入施設（１５施設）にて就労マッ
チング（勤務曜日・時間の調整等）
を実施。
１２月より、各受入施設にて職場ＯＪ
Ｔ開始。
（２）事業参加申込者（３４名）の
　　年代別・性別人数
●３０代／女性１名

●４０代／女性４名
●５０代／男性１名・女性８名
●６０代／男性４名・女性１０名
●７０代／男性２名・女性４名
《合計》男性７名・女性２７名
（３）今後の予定
２月末まで職場ＯＪＴを実施。期間終
了までに参加者と再度就労マッチング
を実施し、３月以降の継続雇用につい
て調整する。３月以降の雇用条件につ
いては、上記のような制限はない。
（４）所感
本年度の介護アシスタント育成事業

は、平成２７年度に三重県老人保健施
設協会が開始して大きな成果を上げて
いる、高齢者を対象とした「介護助手」
モデル事業のやり方を全面的に取り
入れて実施している。
しかし、事前説明会の参加者数を
比較すると、一施設あたり、三重県で
は２７年度は２７．９名（９施設）、２８年
度が１２．６名（１８施設）であったのに
対し、我々は２.９名と、大きく下回って
いる。この差異の原因を追究し、次
年度以降の事業展開に活かさなけれ
ばならない。
２.アセッサー講習受講支援事業
介護プロフェッショナルキャリア段

位制度に係る以下の各費用を助成す
る。
① 評価者（アセッサー）講習（以下「ア
セッサー講習」という）受講費用
◇助成額：１名につき２０,０００円

② レベル認定申請の際に必要となる
手数料（以下「レベル認定申請手
数料」という）
◇ 助成額：申請１件につき７,０００円

（１）事業経過
９月１４日、会員施設へ『アセッサー
講習受講費用』助成希望者の募集開
始。１０月９日、再度募集案内（１０月２
４日締め切り）。
◇ 申し込み者数：８名（５施設）

（２）今後の予定
アセッサー講習受講費用
３月２０日までに「内部評価開始報告
書」を担当事務局へ提出してもらい、
これを受けて費用の助成を行う。
※アセッサー講習修了後、原則として
２ヵ月以内に１名以上の内部評価を
開始していることが助成の条件です
が、やむを得ず、２ヵ月以内に開始
できなかった場合には、担当事務局
へご連絡ください。

平成30年度
岡山県老人保健施設大会の報告と
職員合同研修会のお知らせ

学術委員会
委員長／藪野 信美

レベル認定申請手数料
３月２０日までに「レベル認定申請手
数料助成申込書」を担当事務局へ提
出してもらい、これを受けて費用の助
成を行う。
※２月頃、改めて希望者募集をご案内
いたします。

（３）所感
アセッサー講習受講費用助成につい
て、昨年度は２６名の応募があったが、
本年度は８名である。介護プロフェッ
ショナルキャリア段位制度を運営して
いるシルバーサービス振興会によると、
岡山県は全体的にアセッサー講習受講
の申し込みが少ないようである。本制
度のメリットがまだ見えてこないところ
に、原因があるように思われる。
【部会メンバー（５０音順）】
くじば苑、ハートフルきらめき荘、や
すらぎ、ゆめの里、ライフタウンまび

リスクマネジャー連絡会議が平成３０
年度に開催しました研修会について報
告いたします。
【日程】平成３０年１１月１０日㈯
【場所】おかやま西川原プラザ
【内容】講演テーマ「被災時の事業継

続と平時の備え」
副題 ＜ＢＣＰ（事業継続計画）
策定について＞

《講 師》 ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株
式会社  主任コンサルタント　   
岡田 拓巳氏による講演を行い

ました。
●参加者／会員施設２０施設、参加人

数は２８名となりました。
今年度は、従来の「研修テーマ」

とは趣を変えまして、手に余る大きな
問題に取り組むこととなりました。研
修会の一端を報告いたします。
我々、老人保健施設は、他の業種

と違い、サービスを停止できない（サー
ビス継続を期待されている）事業です。
今年７月の西日本豪雨災害に限らず、
地震、津波（水害）など、様々な未
曾有の自然災害リスクと言う脅威の中
でも、事業を継続して行かなければ成
らない使命があります。
上記災害に共通するリスクは、ライ

フラインの停止が同時に（電気が止ま
る、ガスが止まる、水道が止まる、通
信が麻痺する）発生することです。
今回の講演の中で提示されたのは、

我々は事前に、被害の拡大防止策や、
限られた経営資源の中での事業継続
のあり方を「計画書」 ＢＣＰ（Business 
Ｃontinuity Ｐlan）の形で整理・検証
しておくことの必要性を説かれました。
日頃より、関係部署とすべての業務の
洗い出しの中から、研修資料に書いて
ある通りの手順で、色 な々条件、状況、
場面を想定しながら検討の場を継続し
なければならないと思います
「岡山県は、災害の少ない地域だか
ら」そして「喉元過ぎれば熱さを忘れ
る」のことわざにある通り、また日常
業務の忙しさにかまけてどうしても先
送りになりがちですが、今後常時継続
して取り組まなければならない案件だ
と思います。ただ、講師の先生も資
料に述べています。「あまり気負わず
できるところから形にしておけば、ある
程度役に立ちます。あまり気負わず作
成しましょう」との精神で進めて行け
ば、良いのではないかと思います。
なお、今後の活動予定は、参加者
の皆さんが興味のある「テーマ」を採
り上げて、研修会の場を盛り上げる雰
囲気創りに配慮しながら、忌憚のない
意見交換ができる、そういった研修会
にして行きたいと思います。
また、研修会のアンケート結果は、
集計ができ次第報告いたします。

平成３０年１０月１３日㈯、イオンモー
ル岡山 １階未来スクエアにて「もうす
ぐ介護の日～おかやま介護フェア２０１
８」が開催されました。
広報・情報 (ＰＲ) 委員会では、施

設マネジメント部会と協力し、ブース
出展をしました。ブースでは、クリニ
コさんの試食コーナーとの相乗効果で
多くの来場者に立ち寄っていただくこと
ができ、全老健作成の「老健って、何？」
のパンフレットとおしゃれな⁉カードを
配布し、老健の説明をしました。ステー
ジ発表では委員有志と一緒に理念や
地域包括ケア、 ＡＣＰ（アドバンス・ケ
ア・プランニング）などの説明も加え
て岡山県老健協のアピールをしました。
このたびのイベント参加で、少しでも、
老健の周知とイメージアップにつなが
れば幸いです。
また、広報委員会では、ホームペー
ジの管理もしています。各委員会の予
定、活動報告や会員施設における行
事等の案内も掲載させていただきます
ので、是非ご活用ください。みなさま
からの情報お待ちしております。

☁介護老人保健施設 備中荘
ウメちゃん（介護職員）　
［昭和３４年生］
①占い師
②特に無し
③過去。後悔していることがあるから
④シフシフの追っかけ♥
⑤アウトリーチ機能をもち地域包括ケ
アの中心を担っている
⑥頑固
⑦災害等、心の痛む年だった
⑧長男の結婚
⑨物を捨ててシンプルに暮らす
山本 優美（介護職員）　
［昭和４６年生］
①何か猫に関する仕事・・・・・？
②ゼリーフライ（某地域のＢ級グルメ
です）
③未来。これから先どうなっているの
か興味があるため
④猫カフェで働いていたいです
⑤今よりいろいろと良くなっていて欲し
いです
⑥ひたすら真っ直ぐに突き進む？感じ
⑦特に可もなく不可もなく・・・・・
な感じです
⑧何が起こるか予想もつきませんが、
平和ならいいなと思います
⑨真面目に一生懸命頑張ります！ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁日立養力センター
匿名希望
［女性／平成７年生］
①書道教室
②きゅうり
③過去に行く。すべてをやり直したい
④結婚しないで働いていそう
⑤介護ロボットもいて、ロボットが介
護してくれてそう
⑥強い。突進してきそう
⑦いろんなところに行けて楽しかった

⑧いろんな日本の問題が起こりそう
⑨来年もいままで以上にがんばる
横浜の筒香
［男性／平成７年生］
①工場勤務
②キャラメルポップコーン
③過去。もうちょっと上手にお金を使
う
④毎日仕事帰りに現地で野球観戦　
年収大幅ＵＰ　マセラティ乗って首都
高ドライブ
⑤介護職員が足りず外国人が主に働
いている
⑥森　友哉
⑦３年ぶりにＢクラスに沈み期待外れな
年だった。来季は優勝目指して欲しい
⑧消費税増税
⑨がんばる
長沼２号
［男性／平成７年生］
①アルバイト or Youtuber
②焼肉
③過去に行く。理由 人生一からやり
直したい
④PT
⑤利用者が減少
⑥なし　　　
⑦国試に落ち泣きちらした年
そして介護という職を経験して介護の
大事さを知った
⑧税が８％→１０％へ増税
⑨ＰＴとして独学にはげむ
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁福寿荘
遠山 崇
［男性／昭和５８年生］
①普通のサラリーマンか工場で働い
ていたと思います
②黒毛和牛Ａ５ランクのステーキ３００ｇ！
③過去に行って宝くじでも当てときたい
④介護士

⑤介護職員に多国籍の方が増え、会
話に困難している自分が浮かぶ…
⑥ちょっと思い浮かばないです
⑦なんだか、とにかく物事がワーッと押
し寄せてきてそのまま去って行った感じ
です。忙しかった気がしますが、大き
なトラブルに見舞われなかったかな。
⑧ますます異常気象が増えそうな気が
しているので、災害対策をしっかりし
ていきたい
⑨平成も今年４月で終わります。心機
一転、流されること無く、物事をしっ
かりと見据えた一年にしていきたい
氏本 愛美
［女性／平成７年生］
①接客業
②おみそ汁
③未来。１０年後位に行ってその時の
自分は子供は何人いて、何をしている
のか知りたい
④介護に携わる仕事はしていると思う
⑤人手不足が深刻化していると思う。
施設に入りたくても入れない人が増え、
自宅で看る等老老介護の問題が更に
増えてきそう
⑥正義感が強い。自分含め、周りに
困っている人がいると放っておけない
性格なので、介護の仕事に向いてい
るのではないかと思う
⑦成長できた年。就職して３年目で
あったが、仕事にも余裕をもてるよう
になり、後輩や実習生に指導できるよ
うになった
⑧年号も変わるし、消費税も上がるし、
バタバタしそうな年になりそう
⑨今以上に成長できるように頑張って
いきたい
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁里見川荘
匿名希望
［男性／昭和５８年］

①事務系
②ラーメン
③過去。何が起こるか知っているから
④今と同じ
⑤人手不足。ロボット・機械等の導
入が増えている
⑥特に無いけれど、まっすぐ
⑦第１子の誕生。家族が増えた
⑧北朝鮮とアメリカのケンカ
⑨今年より良い年になるようにがんば
ります
みっちゃん
［女性／昭和３４年］
①専業主婦
②母の手料理
③「未来」過去はわかっているが、未
来はわからないから。
④孫たちと楽しく暮らしている
⑤介護ロボット
⑥猪突猛進
⑦意気消沈
⑧巨大地震
⑨何事も楽しんでやる！！
匿名希望
［女性／昭和５８年］
①保育士か栄養士
②焼肉（いいお肉。高級なお肉をた
くさん）
③過去…もっと貯金しておけばよかっ
た…
④今と変わらず、元気に働いていた
いという希望があります
⑤ロボットがいて、もっと科学の力で
発展しているかも…
⑥真っすぐ一直線！！
⑦忙しい毎日でした…でも子供も日々
大きくなっていて、充実した日々でした
⑧おめでたいニュースがたくさんある
といいなあと思っています
⑨今年以上に頑張ります！
ゆーちゃん
［女性／平成７年生］
①看護師
②カニとカキとアワビを食べたい
③未来。過去より未来のほうが楽し
そうだから
④結婚して子どもが２人くらいいて、
県外に住んでいると思う
⑤施設が今よりとても減少し、高齢
者が一人で家で暮らしている人がたく
さんいると思う
⑥物事をきちっとやりとげるイメージ
⑦あっという間に過ぎた。平成が終わ
るなんて考えられないと今でも思って
いる
⑧国民的アイドルの嵐のメンバーが結
婚すると思う。もしくは、南海トラフ
が起きると思う
⑨もっと自立して家事がテキパキでき
るように頑張る！貯金を頑張る！
むかん
［女性／昭和３４年生］
①保母
②活きの良い刺し身

③過去へ行きます。やり残したことや、
やればよかったと思うことがあるから
④主人と楽しく、お互いの趣味を一
緒にやっている
⑤介護が必要な人が増えて、介護者
不足になっていそうです。なかなか老
健に入所できない人がいると思う
⑥猪突猛進
⑦家族にいろいろな事があり、良くも
悪くも充実した年だった
⑧増税があり、今よりも景気が悪くな
りそう
⑨母の介護で忙しくなりそうなので、
自分の健康に留意し、楽しく充実した
一年にしたい
匿名希望
［女性／昭和３４年生］
①販売、カフェ
②ステーキ
③高校時代に戻ってみたい
④認知症や病気にならず、元気でい
たら、野菜作りや自由に旅行をしてい
たい
⑤介護する人が減少し、ロボットや外
国の人が介護しているのでは…？高
齢者が増え、少子化も進み、今以上
にこの職種は難しいように思います。
働きにくい職種
⑥「猪突猛進」思い立ったらそれに向
かって突き進む
⑦可もなく不可もなく。何もない事が
幸せと思う。仕事は忙しかった
⑧猛暑でいろいろな被害がありそう。
自然災害が増えそう。人間の心の歪
みの事件もあるのでは…
⑨定年までは仕事を頑張ろうと思うが、
その後は、まだやりたい事があるので、
ゆっくり楽しみたい。妄想に向かって、
まだこの年齢になってもできることを
叶えたいと思う
やま
［女性／昭和４６年］
①分からない
②お米
③未来（過去を振り替えてもしょうが
ない）
④介護の仕事を続けてると思います
⑤在宅強化型が増える。地域連携、
地域包括ケアシステム構築の要。介
護の賃金があがる
⑥猪突猛進
⑦精神的に辛い
⑧異常気象で自然災害が多くなる
⑨毎日笑顔で過ごしていく
もんじゃ
［女性／昭和５８年］
①英語が好きなので、海外での留学
とか青年ボランティア、通訳、翻訳
の仕事をしていたと思います。福祉関
係ならリハビリの仕事です
②祖母が作ってくれた魚の煮付け、
かぼちゃの煮物、おにしめ。よく食べ
に行ってたもんじゃ焼き（お店の名前
忘れました）

③過去に行きたいです。もう一度人
生やり直したいからです。連絡がとれ
なくなった友達、知り合い、亡くなら
れた身内、友達にはもう一度会いた
いからです。未来は気になりますが、
楽しみがなくなりますので
④今と同じ仕事を続けているか分から
ないが、福祉にかかわる仕事をしてい
ると思う。結婚して子供がいてくれた
らと希望はあります
⑤介護ロボットが普及して、ロボット
に介護をしてもらう時代になっていると
思う。現在よりもたくさん介護施設が
あると思うが、その分働くスタッフなど
問題点も出てくると思う
⑥〝猪突猛進″一つのことをやり出すと
まわりが見えなくなる。一つのことに
いろいろこだわりがあるイメージです
⑦今の職場で働きだして１０年目でし
た。昔から涙もろいことがあるのですが、
たくさんの涙（うれし涙、悔し涙、感動、
悲し涙）を流した年だったと思います。
たくさんのことを学んだ年でした
⑧ロボット（介護・店員など）がどん
どん増えていく。便利なものがどんど
ん開発される。嬉しい出来事がたくさ
ん起こるといいですね
⑨１日１日を大切に、充実できる年に
したい
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁老人保健施設 白梅の丘
めだか
［女性／昭和３４年］
①主婦生活をしている
思春期、仲の良い友と看護学校を選
択し、進んでいなかったら今の仕事は
無かった
②肉にかぶりつきたい。筋肉貯金の
大切さがわかる年齢となり、しあわせ
な心と体で肉食って旅立ちたい
③過去にいきたい。幼少期にもどり、
おもいっきり遊んで思春期には恋をし
て、未経験の大学生活を送ってみたい
④孫と一緒におもいっきり外で遊び大
笑いしている。自分と周囲の人に「あ
りがとう」をいっぱい発し明るく生活
している
⑤ロボット化が進み、人材は限られ
た人数のみでハイテクの居宅で日常
生活を送っている
⑥突進し、周囲が見えず我が道を進む
⑦自然災害が多く、又命がうばわれ
る悲惨な事件から日本の安全神話が
ゆらぐ年だった
⑧夢のある、心あたたまる希望がわく
ような人材が出て、ニュースで取り上
げられる
⑨看護を仕事とする事を続けてきたの
で、１年１年を大切にこの仕事を自分
の中で納得したものにしたい
パンダ
［女性／昭和３４年］
①レストランか食堂で働いていた
②さばずし

③過去。できたら人生やり直したい。
又、過去にいって先祖を知りたい
④孫のもり、地域のボランティア
⑤職員も高齢化して厳しい
⑥１度こうと決めれば周りのことは気
にせず前に進んでしまう
⑦天候が悪く災害が多い年でした
⑧いろんな事件がおきる
⑨今より健康でいい仕事をしていきたい
ばあば
［女性／昭和３４年］
①会社員か病院事務
②炊き立てのご飯と少し古漬けになっ
た白菜の漬物
③過去。長女が３歳になったころに
戻って、個性を伸ばす子どもに寄り
添った子育てをしたい
④元気で働いていたい
⑤ＡＩも取り入れた人だけに頼らない介
護。老健という名称はわかりませんが、
自立支援・在宅支援が中心の生活リ
ハビリを行う機能は重要なので、より
発展していると思います
⑥決断までは慎重だが、思いたった
らまっしぐら！
⑦全体的には厳しい年だったと思いま
すが、孫に恵まれ個人的にはよい年
でした
⑧東京オリンピックに向け、日本中が
盛り上がる年になるといいと思います
⑨老人保健施設の素晴らしさを地域
にも施設内にも広げたい
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁倉敷老健
くうちゃん
［女性／１９５９年］
①客室乗務員（キャビンアテンダント）
になり、キャリアをいかして国際交流
②炊き立てご飯と沢庵漬け
③過去（傷つけたかもしれない言葉
を回収に）

④母の介護をしながら時々仕事
⑤老健の機能が介護予防やＱＯＬ重視
に移行し、対応できない施設が淘汰
される。介護に関するロボット化や電
子化が進み、老健は少ない職員で介
護が可能となり、在宅生活も維持し
やすくなる
⑥鉄線柵にあたって多少体が傷ついて
も真っすぐに向かって突進していく
⑦災害について多角的に考えた年
⑧拉致被害者の帰国
⑨心身を整え、新しいことにもチャレ
ンジしていく
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁ナーシングホーム大樹
増田 由梨華
［女性／平成７年］
①美容外科の受付
②オムライス
③未来へ行く（過去に行っても何も
変わらないから）
④結婚をして家庭を築いている
⑤老健がなくなり、特養と一緒になっ
ている。食が欧米化しているので、介
護している側の負担が増すと思う（昔
に比べ筋力低下が考えられる）
⑥猪突猛進
⑦初めての事に挑戦をした年でした
⑧自動車の大半が水で動くようになる
と思う
⑨人生一度きりなので、やりたい事
を具体化し、一つ一つ実現させたい
です
匿名希望
［女性／昭和３４年生まれ］
①事務職
②ご飯（おにぎり）
③未来へ行く
過去は、判かっているけど未来はどう
なっているか知りたい
④判らないが何か仕事をしていたい

⑤認知症の薬が出来て、介護されて
いる人が少なくみんな元気で長生きし
ているといいですね
⑥前へ明るく進む年
⑦災害、結婚といろいろなことがあっ
た年
⑧世間を騒がせるニュースはない方が
いいですね。考えられません
⑨やるぞ！！やるぞ！！やるぞ！！
あずき
［女性／昭和３４年生まれ］
①東京のバスガイド
②美味しい水でよい
③未来にいって、やり残したことはな
かったか自分に聞きたい
④自分の趣味を見つけそれをボラン
ティア活動に活かしたい
⑤ＡＩが進化し、ロボットが活躍をする
　多国籍の人にお世話になる
⑥ねばりの年
⑦災害・天災の年
⑧世界情勢が大きくかわり、円の価
値がなくなる
⑨趣味を見つけ、１０年後ボランティ
ア活動が出来るよう種まきをする
Kiki
［男性／平成７年生］
①ペットショップの店員
②親の料理
③過去…未来にはこれから行けるけど、
過去には行けないから
④相談員として働いている
⑤ロボットが介護している
⑥やさしい、マイペース
⑦災害に戦う日本、平成最後の年
⑧南海トラフが起きる
⑨災害が来たとしても、家族や友達、
職場の人とともに笑って生活してまた
楽しい一年にしていく！！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁いるかの家

　リハビリテーションセンター
匿名希望
［女性／昭和４６年生］
①小学校の給食の調理員さん
②すいか！！
③未来へいく！ 進化した日本を見てみ
たい。自分がどう暮らしているか興味
ある
④子供が独立して悠々自適にくらして
いる…はず
⑤老健マンションになっており、介護
はオートメーション化
⑥猪突猛進
⑦このたび西日本豪雨で被災された
皆様に心よりお見舞い申し上げます
⑧消費税１０％でかけこみ需要
⑨持久力を鍛えます！
匿名希望
［女性／昭和４６年生］
①パン屋さんでバイトしているかも？？
②白米（おにぎり）
③過去に行く（もう一度一から勉強し
たい）
④今と変わらず「いるか」で仕事をし
ている。時々、孫の世話をしていると
思う
⑤少子高齢化が進み老人ホームなど
が増えていると思う
⑥猪突猛進
⑦災害が多かった
⑧元号が変わる事で、日本経済、皇
族問題が話題になると思う
⑨安定した日常生活を送りたい
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁老健あかね
匿名
［女性／平成７年生］
①普通の事務員…
②世界一周旅行
③過去に行って自分を叱りたい
④介護しているかは分からないけど、
何かの仕事をしていて欲しい
⑤ロボット化していると思う
⑥猪突猛進で辛抱強いイメージ
⑦もっとこうしとけば良かったと悔いの
残る年だった
⑧分かりません
⑨体調に気をつけて頑張ります
ドリーム
［女性／昭和３４年］
①保育士
②旅行
③過去。…やり直したい
④孫とゆっくり…。
⑤？
⑥突進！！
⑦まずまず
⑧地震！！
⑨マイペース
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人老健施設 ゆうあい
MK
［男性／昭和４６年］
①大型免許を生かしてトラックの運転手

②牡蠣と焼酎のロック
③もちろん過去に行って人生のやり直
しを助言する
④仕事をしながら趣味を楽しんでいる
⑤今とあまり変わっていないと思いま
す
⑥脇目もふらず突っ走るイメージ
⑦楽しかった事、嬉しかった事が多く
あった一年でした
⑧大規模な天災（起きてほしくないけ
ど）
⑨何事も感謝の気持ちを持ち前向き
に笑顔を絶やさず過ごす！
MY
［女性／昭和５８年］
①アロマセラピスト or リンパケアセラ
ピスト
②思いうかびませんが．．．甘いもの
③過去。理由 もっとしっかり勉強し
て！！そして遊べよーって自分に言いた
い
④子育て！！一年に一回ぐらい旅行と
か行っててほしい（笑）
⑤若年化？結構寿命が短くなって、
寝たきりが増えてる？？
⑥猪突猛進（笑）
⑦忘れられないことがあった。衝撃で
した
⑧まっっったく思い浮かびません（笑）
⑨自分メンテ！！ やせるぞ！ｗ
２０１９年も楽しく前向きに！！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁高梁市介護老人老健施設
　ひだまり苑
あっこちゃん
［女性／昭和５８年］
①伝統工芸
②そばめし
③過去…歴史の目撃者になる
④想像がつかない
⑤介護ロボットがいっぱい
⑥頑固
⑦世界中で災害が多かった
⑧わからないが平和なニュースが多い
ことを願う
⑨早めの行動を心がける
まっこ姉ちゃん
［女性／昭和３４年］
①絵本屋さん
②大手饅頭（あんこが大好きだから）
③過去（織田信長にあいたい！信長
の妻になりたい）（祖母の子供の頃を
見てみたい…かわいいおばあちゃん
だったから）
④気の合う仲間（男女とわず）と旅
行に行ききれいな景色を見、癒され、
おいしい物を食べている。あとは、家
の中で一人で編み物をしている
⑤施設現場にロボットが２／３いて介
助していると思う。話し相手もロボット。
利用者は日当たりの良い場所でゆっく
り本を読んだり音楽を聴いたり穏やか
に過ごされていると思う
⑥猪突猛進でもビクビクして気弱なと

ころもある
⑦災害の多い年だった。自然の力に
は勝てないと改めて思った。水と風の
怖さを知った。でも復旧、復興には
人のやさしい小さな手が大きいことを
感じた
⑧富士山の麓から原油が出る
⑨足腰を大切に毎日体操をして、介
護のお仕事がんばります
３ＺＵ
［女性／昭和３４年］
①家で農家（いちご農家）
②いちご
③未来（未来に興味がある。今更過
去に行ってみてもしょうがないよう）
④今と同じ。アクセク働いて、それで
何か完成したん？って感じ
⑤相変わらず人手不足
⑥いのししは憎まれ役。いつも追いか
けまわされかわいそう。何か役に立つ
存在になれないものか…
⑦フツウ
⑧月に旅行に行く人がいる
⑨コレステロールを下げるぞー！！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護療養型老人保健施設
　わたぼうし
匿名
［女性／昭和３４年］
①医療福祉以外の企業勤務（オフィ
スレディー）
②回らないお店の握り寿司
③過去に行く（理由：逢いたい人が
いる…）
④友人と旅行（悠々自適な生活）
⑤老健は無くなっているかも？介護に
係わる人材がいなくなるのでは？
⑥脇目も振らず、何も考えず突進して
行く
⑦自身も不調な所があったり、家族
の入院があったりして悪い年であった
が、子供とゆっくり過ごせる時間もあり、
良い年であった。全国的に災害の多
い年で、悲しかった
⑧全く想像がつきません
⑨病気をせず、頑張って働き、穏や
かな１年でありますように！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設　藤崎苑
匿名
［女性／平成７年］
①美容系
②お母さんの作ったお味噌汁
③過去
④結婚していて欲しい
⑤どたばた
⑥猪突猛進
⑦どたばた
⑧変わらない
⑨体に気をつけて

施設運営委員会
政策提言部会

部会長／岩藤 知義

平成３０年１０月２１日㈰に第４回岡山
県老人保健施設協会フットサル大会を
開催しました。
浅口市寄島町のフットサル場にて１５

施設が集まり、過去最高の大会参加
チーム数になり、フットサルを通じて
各施設と交流を深めることができまし
た。来年度もこの時期に開催いたしま
すので、協会各施設さま、是非ご参
加ください。

平成３０年４月に介護報酬・診療報
酬同時改定があり、今まで以上に在
宅支援に関わる取り組みが評価されま
した。より多くの老人保健施設が多職
種協働で在宅強化型・加算型施設と
して介護報酬の算定ができ、地域包
括ケアシステムの中核として地域に密
着した活動がすすめられるように、検

討会を進めてまいりました。
しかしながら、７月７日の西日本豪雨
災害により状況は一変し、命を守り、
生活を支援することに重点が変わって
きました。今後の老人保健施設の在り
方検討会は、中長期的な地域づくりを
見据えながら、在宅生活支援に関わ
ることがより重要と考えています。今
後とも皆さまのご協力をお願いいたし
ます。
◆第１回
【日程】平成３０年４月１０日
【場所】岡山県医師会館
【内容】在宅復帰・在宅療養支援機

能に対する評価の具体的活動
【講師】 堀部 徹
◆第２回
【日程】平成３０年５月８日
【場所】岡山県医師会館
【内容】栄養と口腔ケアに関する改正

後の具体的活動
【講師】森 光大
◆第３回
【日程】平成３０年６月１２日
【場所】岡山県医師会館
【内容】アドバンス・ケア・プランニ

ングの具体的活動
【講師】藤本 宗平
◆第４回／中止
◆第５回
【日程】平成３０年１０月４日
【場所】岡山国際交流センター
【内容】西日本豪雨災害における生活

支援を考える
【講師】堀部 徹・秋山正史
◆第６回／未定
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毎年、岡山県老人保健施設協会 学
術委員会が主催し全職種、全職員を
対象とした研修会「岡山県介護老人
保健施設大会」「職員合同研修会」を
行っています。
今年度は平成３０年１１月１日㈭にライ

フパーク倉敷におきまして「第２５回岡
山県介護老人保健施設大会」を行い
ました。大会当日は６１施設、１８０名の
方にご参加いただきました。
まず特別講演Ⅰといたしまして、岡
山県老人保健施設協会 学術委員会 
副委員長 秋山正史先生に「西日本豪
雨災害に学ぶ」という内容で、今年７
月の豪雨災害の被害等、実際に岡山
県内で起こった被害状況等を詳しくお
話しいただきました。参加者の殆んど
の方が、幸いにも今回の災害では大
きな影響や被害を受けておらず、秋山
先生のお話を聞いて、真備地域を中
心とした被害の大きさを実感された方
が多く、自施設の対策の甘さや、今後
何をしていかなければならないかを再
確認できたという意見が多く聞かれま
した。
また、「老健協会としての連携の仕
方や協力体制等、実際の動きも把握
できて納得しました」「自分たちにでき
ることがあれば協力したい」などの意
見も多く、今回の講演が災害を身近に
感じ、ハザードマップの重要性など、
今後に繋がっていく、とても良い機会
になりました。
次に特別講演Ⅱといたしまして、岡

山県老人保健施設協会 人生の最終段
階における医療介護を考える会 担当
理事 藤本宗平先生に「人生の最終段
階における医療・ケアの決定プロセ
ス」とＡＣＰアドバンス・ケア・プラン
ニングの実践と課題解決に向けてのお
話をお聞きしました。 ＡＣＰについては
聞いたことはあっても、実際に講演等
で話を聞くのは初めてという方が多い
中、人生の最終段階において起こりう
る様 な々ことに対し、どう取り組んでい

くべきかを詳しく、分かりやすく教えて
いただきました。
講演の後には老人保健施設 虹のス

タッフによるロールプレイングでの架
空ドラマを実践していただけたことで、
更にＡＣＰとはどういうものなのか？ を
理解することができました。アンケート
でも今後、自施設でしっかり取り組ん
でいきたいという、前向きな意見が多
く聞かれました。
午後からは演題発表を行いました。
各施設の取り組みや業務の工夫等を
１６名の方に３セッションに分かれ発表
していただきました。年々演題数が減っ
ている状況を少し寂しく思いますが、
参加者の方々からは他施設の発表を
聞き、とても良い刺激を受け、自施設
に何らかの形で取り入れていこうとい
う姿勢がアンケートから多く伺えまし
た。
今年度の「第１７回職員合同研修会」

は平成３１年２月２８日に ライフパーク倉
敷におきまして開催を予定しておりま
す。講演内容など、詳細は未定ですが、
多くの方々に興味をもって参加してい
ただけるような研修を企画したいと
思っています。詳細な内容が決まり次
第、早急に皆さまにはお知らせいたし
ますので、よろしくお願いいたします。
今後も岡山県の介護老人保健施設
のサービスの質の向上のために学術
委員会では、より充実した教育・研修
を開催していきたいと思います。各施
設のあらゆる職種の皆さまのご参加を
心よりお待ち申し上げておりますと同
時に、お世話していただいている役員
の皆さまに感謝申し上げます。

平成３０年１１月１５日㈫１８時より、ホ
テルグランヴィア岡山にて、１０年ぶり
の議員懇話会を開催した。
出席者は天野学自由民主党幹事長、
池本敏朗、上田勝義、内山登、遠藤
康洋、太田正孝、小田圭一、久徳大輔、
河野慶治、小林孝一郎、小林義明、
中塚周一、山本雅彦各岡山県議会議
員１３名と老健施設より１１名の合計２４
名であり、意見交換会に続いて懇親
会を行った。
議題は①西日本豪雨災害について、
避難指示と確認さらに各地の被害状
況を的確に把握するとともに、救援に
あたっては行政機関、消防、警察と
地域の緊密な連携を図って欲しい。
②外国人労働者の受け入れについ

ては技能実習生としてあるいは留学生
としての受け入れに対して日本語教育
費や家賃を県から補助して欲しい。ま
た介護・看護の人材発掘に取り組ん
で欲しい。
③超高齢化社会において高齢者の

ロコモ対策として介護予防リハビリ、
運動や認知症予防に心身健康体操を
各施設、自治体では行っているが、
政治主導により県全体で行って欲し
い。
④特定建物定期検査報告に関する
提言では、建物の構造・防火・避難
施設の維持管理状況の報告が３年ご
と、防火設備の定期点検は毎年義務
付けられているがいずれも外部委託で
は５０～１００万円かかる。以前から消
防署に届けているので簡素化して欲し
い。
以上の要件について意見交換が活
発に行われ、最後に天野幹事長の総
括があり今後の改善が期待できる印
象であった。
次いで懇談会に移った。和やかな
雰囲気の中、時の流れも忘れるほど
盛り上がり次回はさらに出席率を上げ
ることを念じて閉会した。また旧民進
党の自治体議員で設立した政治団体
「自治体議員フォーラムおかやま」より
意見交換会の要請があり、１１月２７日
㈫１６時１５分より岡山県庁議会棟２階
岡山県議会民主県民クラブ控室にて
開催された。出席者は高原俊彦、高
橋徹議員と施設側３名であった。
議題は議員懇話会の議題に付け加

えて、平成３０年の医療介護同時改定
により老健は在宅支援をする施設と明

確化された。在宅での認知症対応に
ついても医師と他職種の医療・介護
の専門スタッフを抱える老健は機能を
十分に発揮できる。しかしオレンジプ
ランには地域包括ケアの中に図式化さ
れていない。老健の短期集中型リハ
ビリは認知症の改善に有効性を認め
られており、是非とも老健の役割を周
知徹底していただきたいと要望した。
そして、同日１９時３０分より開催され

た岡山市の認知症支援に係る医療と
の連携に関する検討会においても、
老健の役割が地域包括ケアにおいて
在宅支援をする施設になったことを報
告し、認知症短期集中リハビリが中核
症状やＢＰＳＤに対して有効であること
を説明した。オレンジプランの地域包
括ケアのシェーマには特養は表示され
ているが老健は抜けている。認知症に
対しては老健が治療、入所において
在宅支援には中核的な役割ができる
施設であることを主張し、シェーマに
表示して住民が老健を理解できるよう
に周知していただくように要望した。
全老健連盟でも老健が何をしているの
か理解されていない現状を主張してい
るが、医療機関、スタッフ、行政機関
に対しても見学会などを通して啓発活
動が必要である。

本年度、岡山県地域医療介護総合
確保基金の補助を受け、当部会にて
実施している以下の２事業について、
これまでの状況を報告する。
１. 介護アシスタント育成事業
若者・女性・高齢者など多様な世

代の人を対象に、掃除や洗濯、ベッ
ドメイク、物品補充等、利用者の体に
直接関わる身体介助以外の業務（以
下「介護の周辺業務」という。）に従
事してもらう職員（以下「介護アシス
タント」という。）を育成・雇用してい
く事業である。
◇ 実施期間： 平成３０年１２月１日～ 
　　　　　　　　 平成３１年２月２８日
上記の期間、時給８３０円・週２０時

間未満のパートとして採用し、職場ＯＪ
Ｔを通じて、介護アシスタントになって
いただく。
（１）事業経過
７月２７日、会員施設へ参加者受入
施設の募集依頼。
８月２１・２２・２３・２４・２８日、部会
メンバーの施設等にて、受入施設向
け説明会を開催。受入可および受入
検討の２７施設のうち、２１施設が最終
的に受入施設となる。
９月、事業への参加者募集チラシを
作成。各受入施設にて開催する参加
希望者向けの事前説明会の日程を掲
載。まずはそれに参加してもらうことと
した。チラシが完成次第、各施設に
て事前説明会への参加募集を開始。
９月２４日、受入施設の周辺地域の
家庭へ、山陽新聞の折り込み広告を
通じて参加者募集チラシを配布（約２
３万部）。
１０月６日～１１月１７日の期間、各受
入施設にて１～２回事前説明会を開
催。事前説明会への参加者は６０名、
うち事業への参加申込者が３４名。
１１月、事業への参加申込者を対象
に、各受入施設（１５施設）にて就労マッ
チング（勤務曜日・時間の調整等）
を実施。
１２月より、各受入施設にて職場ＯＪ
Ｔ開始。
（２）事業参加申込者（３４名）の
　　年代別・性別人数
●３０代／女性１名

●４０代／女性４名
●５０代／男性１名・女性８名
●６０代／男性４名・女性１０名
●７０代／男性２名・女性４名
《合計》男性７名・女性２７名
（３）今後の予定
２月末まで職場ＯＪＴを実施。期間終
了までに参加者と再度就労マッチング
を実施し、３月以降の継続雇用につい
て調整する。３月以降の雇用条件につ
いては、上記のような制限はない。
（４）所感
本年度の介護アシスタント育成事業

は、平成２７年度に三重県老人保健施
設協会が開始して大きな成果を上げて
いる、高齢者を対象とした「介護助手」
モデル事業のやり方を全面的に取り
入れて実施している。
しかし、事前説明会の参加者数を
比較すると、一施設あたり、三重県で
は２７年度は２７．９名（９施設）、２８年
度が１２．６名（１８施設）であったのに
対し、我々は２.９名と、大きく下回って
いる。この差異の原因を追究し、次
年度以降の事業展開に活かさなけれ
ばならない。
２.アセッサー講習受講支援事業
介護プロフェッショナルキャリア段
位制度に係る以下の各費用を助成す
る。
① 評価者（アセッサー）講習（以下「ア
セッサー講習」という）受講費用
◇助成額：１名につき２０,０００円
② レベル認定申請の際に必要となる
手数料（以下「レベル認定申請手
数料」という）
◇ 助成額：申請１件につき７,０００円

（１）事業経過
９月１４日、会員施設へ『アセッサー
講習受講費用』助成希望者の募集開
始。１０月９日、再度募集案内（１０月２
４日締め切り）。
◇ 申し込み者数：８名（５施設）

（２）今後の予定
アセッサー講習受講費用
３月２０日までに「内部評価開始報告
書」を担当事務局へ提出してもらい、
これを受けて費用の助成を行う。
※アセッサー講習修了後、原則として
２ヵ月以内に１名以上の内部評価を
開始していることが助成の条件です
が、やむを得ず、２ヵ月以内に開始
できなかった場合には、担当事務局
へご連絡ください。

レベル認定申請手数料
３月２０日までに「レベル認定申請手
数料助成申込書」を担当事務局へ提
出してもらい、これを受けて費用の助
成を行う。
※２月頃、改めて希望者募集をご案内
いたします。

（３）所感
アセッサー講習受講費用助成につい
て、昨年度は２６名の応募があったが、
本年度は８名である。介護プロフェッ
ショナルキャリア段位制度を運営して
いるシルバーサービス振興会によると、
岡山県は全体的にアセッサー講習受講
の申し込みが少ないようである。本制
度のメリットがまだ見えてこないところ
に、原因があるように思われる。
【部会メンバー（５０音順）】
くじば苑、ハートフルきらめき荘、や
すらぎ、ゆめの里、ライフタウンまび

リスクマネジャー連絡会議が平成３０
年度に開催しました研修会について報
告いたします。
【日程】平成３０年１１月１０日㈯
【場所】おかやま西川原プラザ
【内容】講演テーマ「被災時の事業継

続と平時の備え」
副題 ＜ＢＣＰ（事業継続計画）
策定について＞

《講 師》 ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株
式会社  主任コンサルタント　   
岡田 拓巳氏による講演を行い

ました。
●参加者／会員施設２０施設、参加人

数は２８名となりました。
今年度は、従来の「研修テーマ」

とは趣を変えまして、手に余る大きな
問題に取り組むこととなりました。研
修会の一端を報告いたします。
我々、老人保健施設は、他の業種

と違い、サービスを停止できない（サー
ビス継続を期待されている）事業です。
今年７月の西日本豪雨災害に限らず、
地震、津波（水害）など、様々な未
曾有の自然災害リスクと言う脅威の中
でも、事業を継続して行かなければ成
らない使命があります。
上記災害に共通するリスクは、ライ

フラインの停止が同時に（電気が止ま
る、ガスが止まる、水道が止まる、通
信が麻痺する）発生することです。
今回の講演の中で提示されたのは、
我々は事前に、被害の拡大防止策や、
限られた経営資源の中での事業継続
のあり方を「計画書」 ＢＣＰ（Business 
Ｃontinuity Ｐlan）の形で整理・検証
しておくことの必要性を説かれました。
日頃より、関係部署とすべての業務の
洗い出しの中から、研修資料に書いて
ある通りの手順で、色 な々条件、状況、
場面を想定しながら検討の場を継続し
なければならないと思います
「岡山県は、災害の少ない地域だか
ら」そして「喉元過ぎれば熱さを忘れ
る」のことわざにある通り、また日常
業務の忙しさにかまけてどうしても先
送りになりがちですが、今後常時継続
して取り組まなければならない案件だ
と思います。ただ、講師の先生も資
料に述べています。「あまり気負わず
できるところから形にしておけば、ある
程度役に立ちます。あまり気負わず作
成しましょう」との精神で進めて行け
ば、良いのではないかと思います。
なお、今後の活動予定は、参加者
の皆さんが興味のある「テーマ」を採
り上げて、研修会の場を盛り上げる雰
囲気創りに配慮しながら、忌憚のない
意見交換ができる、そういった研修会
にして行きたいと思います。
また、研修会のアンケート結果は、
集計ができ次第報告いたします。

平成３０年１０月１３日㈯、イオンモー
ル岡山 １階未来スクエアにて「もうす
ぐ介護の日～おかやま介護フェア２０１
８」が開催されました。
広報・情報 (ＰＲ) 委員会では、施
設マネジメント部会と協力し、ブース
出展をしました。ブースでは、クリニ
コさんの試食コーナーとの相乗効果で
多くの来場者に立ち寄っていただくこと
ができ、全老健作成の「老健って、何？」
のパンフレットとおしゃれな⁉カードを
配布し、老健の説明をしました。ステー
ジ発表では委員有志と一緒に理念や
地域包括ケア、 ＡＣＰ（アドバンス・ケ
ア・プランニング）などの説明も加え
て岡山県老健協のアピールをしました。
このたびのイベント参加で、少しでも、
老健の周知とイメージアップにつなが
れば幸いです。
また、広報委員会では、ホームペー
ジの管理もしています。各委員会の予
定、活動報告や会員施設における行
事等の案内も掲載させていただきます
ので、是非ご活用ください。みなさま
からの情報お待ちしております。

平成３０年１０月２１日㈰に第４回岡山
県老人保健施設協会フットサル大会を
開催しました。
浅口市寄島町のフットサル場にて１５

施設が集まり、過去最高の大会参加
チーム数になり、フットサルを通じて
各施設と交流を深めることができまし
た。来年度もこの時期に開催いたしま
すので、協会各施設さま、是非ご参
加ください。

平成３０年４月に介護報酬・診療報
酬同時改定があり、今まで以上に在
宅支援に関わる取り組みが評価されま
した。より多くの老人保健施設が多職
種協働で在宅強化型・加算型施設と
して介護報酬の算定ができ、地域包
括ケアシステムの中核として地域に密
着した活動がすすめられるように、検

施設運営委員会
施設マネジメント部会

部会長／渡辺 清一郎

さくら苑リハビリセンター

ゆめの里

施設運営委員会
リスクマネジャー連絡会議

委員長／高越 秀和

広報・情報（PR）委員会
委員長／山下 佐知子

討会を進めてまいりました。
しかしながら、７月７日の西日本豪雨
災害により状況は一変し、命を守り、
生活を支援することに重点が変わって
きました。今後の老人保健施設の在り
方検討会は、中長期的な地域づくりを
見据えながら、在宅生活支援に関わ
ることがより重要と考えています。今
後とも皆さまのご協力をお願いいたし
ます。
◆第１回
【日程】平成３０年４月１０日
【場所】岡山県医師会館
【内容】在宅復帰・在宅療養支援機

能に対する評価の具体的活動
【講師】 堀部 徹
◆第２回
【日程】平成３０年５月８日
【場所】岡山県医師会館
【内容】栄養と口腔ケアに関する改正

後の具体的活動
【講師】森 光大
◆第３回
【日程】平成３０年６月１２日
【場所】岡山県医師会館
【内容】アドバンス・ケア・プランニ

ングの具体的活動
【講師】藤本 宗平
◆第４回／中止
◆第５回
【日程】平成３０年１０月４日
【場所】岡山国際交流センター
【内容】西日本豪雨災害における生活

支援を考える
【講師】堀部 徹・秋山正史
◆第６回／未定
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毎年、岡山県老人保健施設協会 学
術委員会が主催し全職種、全職員を
対象とした研修会「岡山県介護老人
保健施設大会」「職員合同研修会」を
行っています。
今年度は平成３０年１１月１日㈭にライ

フパーク倉敷におきまして「第２５回岡
山県介護老人保健施設大会」を行い
ました。大会当日は６１施設、１８０名の
方にご参加いただきました。
まず特別講演Ⅰといたしまして、岡
山県老人保健施設協会 学術委員会 
副委員長 秋山正史先生に「西日本豪
雨災害に学ぶ」という内容で、今年７
月の豪雨災害の被害等、実際に岡山
県内で起こった被害状況等を詳しくお
話しいただきました。参加者の殆んど
の方が、幸いにも今回の災害では大
きな影響や被害を受けておらず、秋山
先生のお話を聞いて、真備地域を中
心とした被害の大きさを実感された方
が多く、自施設の対策の甘さや、今後
何をしていかなければならないかを再
確認できたという意見が多く聞かれま
した。
また、「老健協会としての連携の仕
方や協力体制等、実際の動きも把握
できて納得しました」「自分たちにでき
ることがあれば協力したい」などの意
見も多く、今回の講演が災害を身近に
感じ、ハザードマップの重要性など、
今後に繋がっていく、とても良い機会
になりました。
次に特別講演Ⅱといたしまして、岡

山県老人保健施設協会 人生の最終段
階における医療介護を考える会 担当
理事 藤本宗平先生に「人生の最終段
階における医療・ケアの決定プロセ
ス」とＡＣＰアドバンス・ケア・プラン
ニングの実践と課題解決に向けてのお
話をお聞きしました。 ＡＣＰについては
聞いたことはあっても、実際に講演等
で話を聞くのは初めてという方が多い
中、人生の最終段階において起こりう
る様 な々ことに対し、どう取り組んでい

くべきかを詳しく、分かりやすく教えて
いただきました。
講演の後には老人保健施設 虹のス

タッフによるロールプレイングでの架
空ドラマを実践していただけたことで、
更にＡＣＰとはどういうものなのか？ を
理解することができました。アンケート
でも今後、自施設でしっかり取り組ん
でいきたいという、前向きな意見が多
く聞かれました。
午後からは演題発表を行いました。

各施設の取り組みや業務の工夫等を
１６名の方に３セッションに分かれ発表
していただきました。年々演題数が減っ
ている状況を少し寂しく思いますが、
参加者の方々からは他施設の発表を
聞き、とても良い刺激を受け、自施設
に何らかの形で取り入れていこうとい
う姿勢がアンケートから多く伺えまし
た。
今年度の「第１７回職員合同研修会」

は平成３１年２月２８日に ライフパーク倉
敷におきまして開催を予定しておりま
す。講演内容など、詳細は未定ですが、
多くの方々に興味をもって参加してい
ただけるような研修を企画したいと
思っています。詳細な内容が決まり次
第、早急に皆さまにはお知らせいたし
ますので、よろしくお願いいたします。
今後も岡山県の介護老人保健施設
のサービスの質の向上のために学術
委員会では、より充実した教育・研修
を開催していきたいと思います。各施
設のあらゆる職種の皆さまのご参加を
心よりお待ち申し上げておりますと同
時に、お世話していただいている役員
の皆さまに感謝申し上げます。

平成３０年１１月１５日㈫１８時より、ホ
テルグランヴィア岡山にて、１０年ぶり
の議員懇話会を開催した。
出席者は天野学自由民主党幹事長、
池本敏朗、上田勝義、内山登、遠藤
康洋、太田正孝、小田圭一、久徳大輔、
河野慶治、小林孝一郎、小林義明、
中塚周一、山本雅彦各岡山県議会議
員１３名と老健施設より１１名の合計２４
名であり、意見交換会に続いて懇親
会を行った。
議題は①西日本豪雨災害について、

避難指示と確認さらに各地の被害状
況を的確に把握するとともに、救援に
あたっては行政機関、消防、警察と
地域の緊密な連携を図って欲しい。
②外国人労働者の受け入れについ

ては技能実習生としてあるいは留学生
としての受け入れに対して日本語教育
費や家賃を県から補助して欲しい。ま
た介護・看護の人材発掘に取り組ん
で欲しい。
③超高齢化社会において高齢者の

ロコモ対策として介護予防リハビリ、
運動や認知症予防に心身健康体操を
各施設、自治体では行っているが、
政治主導により県全体で行って欲し
い。
④特定建物定期検査報告に関する

提言では、建物の構造・防火・避難
施設の維持管理状況の報告が３年ご
と、防火設備の定期点検は毎年義務
付けられているがいずれも外部委託で
は５０～１００万円かかる。以前から消
防署に届けているので簡素化して欲し
い。
以上の要件について意見交換が活

発に行われ、最後に天野幹事長の総
括があり今後の改善が期待できる印
象であった。
次いで懇談会に移った。和やかな

雰囲気の中、時の流れも忘れるほど
盛り上がり次回はさらに出席率を上げ
ることを念じて閉会した。また旧民進
党の自治体議員で設立した政治団体
「自治体議員フォーラムおかやま」より
意見交換会の要請があり、１１月２７日
㈫１６時１５分より岡山県庁議会棟２階
岡山県議会民主県民クラブ控室にて
開催された。出席者は高原俊彦、高
橋徹議員と施設側３名であった。
議題は議員懇話会の議題に付け加

えて、平成３０年の医療介護同時改定
により老健は在宅支援をする施設と明

確化された。在宅での認知症対応に
ついても医師と他職種の医療・介護
の専門スタッフを抱える老健は機能を
十分に発揮できる。しかしオレンジプ
ランには地域包括ケアの中に図式化さ
れていない。老健の短期集中型リハ
ビリは認知症の改善に有効性を認め
られており、是非とも老健の役割を周
知徹底していただきたいと要望した。
そして、同日１９時３０分より開催され

た岡山市の認知症支援に係る医療と
の連携に関する検討会においても、
老健の役割が地域包括ケアにおいて
在宅支援をする施設になったことを報
告し、認知症短期集中リハビリが中核
症状やＢＰＳＤに対して有効であること
を説明した。オレンジプランの地域包
括ケアのシェーマには特養は表示され
ているが老健は抜けている。認知症に
対しては老健が治療、入所において
在宅支援には中核的な役割ができる
施設であることを主張し、シェーマに
表示して住民が老健を理解できるよう
に周知していただくように要望した。
全老健連盟でも老健が何をしているの
か理解されていない現状を主張してい
るが、医療機関、スタッフ、行政機関
に対しても見学会などを通して啓発活
動が必要である。

本年度、岡山県地域医療介護総合
確保基金の補助を受け、当部会にて
実施している以下の２事業について、
これまでの状況を報告する。
１. 介護アシスタント育成事業
若者・女性・高齢者など多様な世

代の人を対象に、掃除や洗濯、ベッ
ドメイク、物品補充等、利用者の体に
直接関わる身体介助以外の業務（以
下「介護の周辺業務」という。）に従
事してもらう職員（以下「介護アシス
タント」という。）を育成・雇用してい
く事業である。
◇ 実施期間： 平成３０年１２月１日～ 
　　　　　　　　 平成３１年２月２８日
上記の期間、時給８３０円・週２０時

間未満のパートとして採用し、職場ＯＪ
Ｔを通じて、介護アシスタントになって
いただく。
（１）事業経過
７月２７日、会員施設へ参加者受入
施設の募集依頼。
８月２１・２２・２３・２４・２８日、部会
メンバーの施設等にて、受入施設向
け説明会を開催。受入可および受入
検討の２７施設のうち、２１施設が最終
的に受入施設となる。
９月、事業への参加者募集チラシを
作成。各受入施設にて開催する参加
希望者向けの事前説明会の日程を掲
載。まずはそれに参加してもらうことと
した。チラシが完成次第、各施設に
て事前説明会への参加募集を開始。
９月２４日、受入施設の周辺地域の
家庭へ、山陽新聞の折り込み広告を
通じて参加者募集チラシを配布（約２
３万部）。
１０月６日～１１月１７日の期間、各受
入施設にて１～２回事前説明会を開
催。事前説明会への参加者は６０名、
うち事業への参加申込者が３４名。
１１月、事業への参加申込者を対象
に、各受入施設（１５施設）にて就労マッ
チング（勤務曜日・時間の調整等）
を実施。
１２月より、各受入施設にて職場ＯＪ
Ｔ開始。
（２）事業参加申込者（３４名）の
　　年代別・性別人数
●３０代／女性１名

●４０代／女性４名
●５０代／男性１名・女性８名
●６０代／男性４名・女性１０名
●７０代／男性２名・女性４名
《合計》男性７名・女性２７名
（３）今後の予定
２月末まで職場ＯＪＴを実施。期間終
了までに参加者と再度就労マッチング
を実施し、３月以降の継続雇用につい
て調整する。３月以降の雇用条件につ
いては、上記のような制限はない。
（４）所感
本年度の介護アシスタント育成事業

は、平成２７年度に三重県老人保健施
設協会が開始して大きな成果を上げて
いる、高齢者を対象とした「介護助手」
モデル事業のやり方を全面的に取り
入れて実施している。
しかし、事前説明会の参加者数を
比較すると、一施設あたり、三重県で
は２７年度は２７．９名（９施設）、２８年
度が１２．６名（１８施設）であったのに
対し、我々は２.９名と、大きく下回って
いる。この差異の原因を追究し、次
年度以降の事業展開に活かさなけれ
ばならない。
２.アセッサー講習受講支援事業
介護プロフェッショナルキャリア段
位制度に係る以下の各費用を助成す
る。
① 評価者（アセッサー）講習（以下「ア
セッサー講習」という）受講費用
◇助成額：１名につき２０,０００円
② レベル認定申請の際に必要となる
手数料（以下「レベル認定申請手
数料」という）
◇ 助成額：申請１件につき７,０００円

（１）事業経過
９月１４日、会員施設へ『アセッサー
講習受講費用』助成希望者の募集開
始。１０月９日、再度募集案内（１０月２
４日締め切り）。
◇ 申し込み者数：８名（５施設）

（２）今後の予定
アセッサー講習受講費用
３月２０日までに「内部評価開始報告
書」を担当事務局へ提出してもらい、
これを受けて費用の助成を行う。
※アセッサー講習修了後、原則として
２ヵ月以内に１名以上の内部評価を
開始していることが助成の条件です
が、やむを得ず、２ヵ月以内に開始
できなかった場合には、担当事務局
へご連絡ください。

レベル認定申請手数料
３月２０日までに「レベル認定申請手
数料助成申込書」を担当事務局へ提
出してもらい、これを受けて費用の助
成を行う。
※２月頃、改めて希望者募集をご案内
いたします。

（３）所感
アセッサー講習受講費用助成につい
て、昨年度は２６名の応募があったが、
本年度は８名である。介護プロフェッ
ショナルキャリア段位制度を運営して
いるシルバーサービス振興会によると、
岡山県は全体的にアセッサー講習受講
の申し込みが少ないようである。本制
度のメリットがまだ見えてこないところ
に、原因があるように思われる。
【部会メンバー（５０音順）】
くじば苑、ハートフルきらめき荘、や
すらぎ、ゆめの里、ライフタウンまび

リスクマネジャー連絡会議が平成３０
年度に開催しました研修会について報
告いたします。
【日程】平成３０年１１月１０日㈯
【場所】おかやま西川原プラザ
【内容】講演テーマ「被災時の事業継

続と平時の備え」
副題 ＜ＢＣＰ（事業継続計画）
策定について＞

《講 師》 ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株
式会社  主任コンサルタント　   
岡田 拓巳氏による講演を行い

ました。
●参加者／会員施設２０施設、参加人

数は２８名となりました。
今年度は、従来の「研修テーマ」

とは趣を変えまして、手に余る大きな
問題に取り組むこととなりました。研
修会の一端を報告いたします。
我々、老人保健施設は、他の業種

と違い、サービスを停止できない（サー
ビス継続を期待されている）事業です。
今年７月の西日本豪雨災害に限らず、
地震、津波（水害）など、様々な未
曾有の自然災害リスクと言う脅威の中
でも、事業を継続して行かなければ成
らない使命があります。
上記災害に共通するリスクは、ライ

フラインの停止が同時に（電気が止ま
る、ガスが止まる、水道が止まる、通
信が麻痺する）発生することです。
今回の講演の中で提示されたのは、
我々は事前に、被害の拡大防止策や、
限られた経営資源の中での事業継続
のあり方を「計画書」 ＢＣＰ（Business 
Ｃontinuity Ｐlan）の形で整理・検証
しておくことの必要性を説かれました。
日頃より、関係部署とすべての業務の
洗い出しの中から、研修資料に書いて
ある通りの手順で、色 な々条件、状況、
場面を想定しながら検討の場を継続し
なければならないと思います
「岡山県は、災害の少ない地域だか
ら」そして「喉元過ぎれば熱さを忘れ
る」のことわざにある通り、また日常
業務の忙しさにかまけてどうしても先
送りになりがちですが、今後常時継続
して取り組まなければならない案件だ
と思います。ただ、講師の先生も資
料に述べています。「あまり気負わず
できるところから形にしておけば、ある
程度役に立ちます。あまり気負わず作
成しましょう」との精神で進めて行け
ば、良いのではないかと思います。
なお、今後の活動予定は、参加者
の皆さんが興味のある「テーマ」を採
り上げて、研修会の場を盛り上げる雰
囲気創りに配慮しながら、忌憚のない
意見交換ができる、そういった研修会
にして行きたいと思います。
また、研修会のアンケート結果は、
集計ができ次第報告いたします。

平成３０年１０月１３日㈯、イオンモー
ル岡山 １階未来スクエアにて「もうす
ぐ介護の日～おかやま介護フェア２０１
８」が開催されました。
広報・情報 (ＰＲ) 委員会では、施
設マネジメント部会と協力し、ブース
出展をしました。ブースでは、クリニ
コさんの試食コーナーとの相乗効果で
多くの来場者に立ち寄っていただくこと
ができ、全老健作成の「老健って、何？」
のパンフレットとおしゃれな⁉カードを
配布し、老健の説明をしました。ステー
ジ発表では委員有志と一緒に理念や
地域包括ケア、 ＡＣＰ（アドバンス・ケ
ア・プランニング）などの説明も加え
て岡山県老健協のアピールをしました。
このたびのイベント参加で、少しでも、
老健の周知とイメージアップにつなが
れば幸いです。
また、広報委員会では、ホームペー
ジの管理もしています。各委員会の予
定、活動報告や会員施設における行
事等の案内も掲載させていただきます
ので、是非ご活用ください。みなさま
からの情報お待ちしております。
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発祥地記念碑

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

笠岡市神島5300-2

天神介護老人保健施設

天神介護老人保健施設では、職
員間の親睦を深める取り組みの一環として、歓迎
会やビア－ガ－デン、忘年会（クリスマス会）、フットサル大会への参加など
の取り組みを積極的に行っています。この取り組みは、３年前より本格的に実
施していますが、以前はこのような交流会は殆どありませんでした。職員間の
親睦を深めることが主の目的ですが、その他に親睦を深めることにより良い人間関係が構築でき、風通しの良い働き易い職場
ができる事で職員の離職を予防する効果も期待しています。また、交流を通じて、職員が仲良くなり共に団結して、施設の目
標に取り組むことができるようになっていく事も願い実施しており、回数を重ねることにより、親睦も少しずつ深まりつつあると
感じています。今年度も、職員が一丸となりより良いサ－ビスが提供できるよう様 な々企画を考えていく予定です。

平成３０年１０月２１日㈰に第４回岡山
県老人保健施設協会フットサル大会を
開催しました。
浅口市寄島町のフットサル場にて１５

施設が集まり、過去最高の大会参加
チーム数になり、フットサルを通じて
各施設と交流を深めることができまし
た。来年度もこの時期に開催いたしま
すので、協会各施設さま、是非ご参
加ください。

平成３０年４月に介護報酬・診療報
酬同時改定があり、今まで以上に在
宅支援に関わる取り組みが評価されま
した。より多くの老人保健施設が多職
種協働で在宅強化型・加算型施設と
して介護報酬の算定ができ、地域包
括ケアシステムの中核として地域に密
着した活動がすすめられるように、検

施設運営委員会
事務長部会

部会長／福嶋 啓祐

老人保健施設の在り方等に
関する検討会

担当理事／福嶋 啓祐

第4回
岡山県老人保健施設協会
フットサル大会

大会優勝チームは、第１回大会の覇者
「玉島中央老健施設 秀明荘」となりました。

討会を進めてまいりました。
しかしながら、７月７日の西日本豪雨
災害により状況は一変し、命を守り、
生活を支援することに重点が変わって
きました。今後の老人保健施設の在り
方検討会は、中長期的な地域づくりを
見据えながら、在宅生活支援に関わ
ることがより重要と考えています。今
後とも皆さまのご協力をお願いいたし
ます。
◆第１回
【日程】平成３０年４月１０日
【場所】岡山県医師会館
【内容】在宅復帰・在宅療養支援機

能に対する評価の具体的活動
【講師】 堀部 徹
◆第２回
【日程】平成３０年５月８日
【場所】岡山県医師会館
【内容】栄養と口腔ケアに関する改正

後の具体的活動
【講師】森 光大
◆第３回
【日程】平成３０年６月１２日
【場所】岡山県医師会館
【内容】アドバンス・ケア・プランニ

ングの具体的活動
【講師】藤本 宗平
◆第４回／中止
◆第５回
【日程】平成３０年１０月４日
【場所】岡山国際交流センター
【内容】西日本豪雨災害における生活

支援を考える
【講師】堀部 徹・秋山正史
◆第６回／未定
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